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In this study, we were able to clarify the tacit knowledge that can be understood only from the experience of a large-
scale water disaster by firefighters. In Chapter 1, there is a limit to what can be grasped by the “Near miss database”. 
found. In Chapter 2, we conducted a hearing survey on understanding the details of the disaster and making decisions 
during activities, and organized the contents of the hearing using the "event flow chart." In Chapter 3, we conducted a 
questionnaire survey and identified the root cause using "why-why analysis", evaluated the identified root cause, and 
examined the causal relationship. Finally, in Chapter 4, we extracted what was actually testified about the root cause, 
and clarified the findings and tacit knowledge obtained from it. 
 

Keywords: Firefighters, root cause analysis,near miss , river floods 
 
 
１．はじめに 
 
 近年,大雨による河川氾濫を伴う大規模な災害が多く発

生している.「令和2年7月豪雨」¹⁾では,停滞した前線の影

響により大雨となり,熊本県内で死者65名,行方不明者2名
を発生させる大きな災害となった.このような大規模な災

害が発生した場合,該当消防本部が救助活動を実施するが,

災害現場に大規模災害を経験したことのある職員が複数

名いれば,災害対応に対するノウハウがあるため,119番通

報のトリアージ,部隊運用や活動中の危険予測など効率よ

くできるのだが,災害名称が付与されるような大規模災害

は発生件数が少ない特異事案であるため,このようなノウ

ハウを持っている消防職員の方が少数である. 

経験者が少ないということは,限られた消防力を効率よ

く運用することが難しくなってしまう可能性があるため,

個人への業務量の負担が大きくなってしまう恐れがある.

そのため,業務量の多さから注意力が散漫になってしまい,

普段しないような失敗をしてしまう「ヒヤリハット」が

ある程度発生している可能性がある.このような失敗から

得られる教訓は,体験しないとわからない内容も多々含ま

れているため,今後の災害対応における教訓を引き出せる

可能性を含んでいる. 

 

(1) 消防における事故・ヒヤリハット事例 

総務省消防庁では,全国から消防活動中のヒヤリハット

をアンケート調査票に回答してもらう形で募集し,消防ヒ

ヤリハットデータベース（以下,ヒヤリハットDB）²⁾とい

う形で,WEB上で一般公開している. 

しかし,本サイトに投稿するための「ヒヤリハット調査

票」は,「はい」「いいえ」の2択式の選択が主であるた

め,各選択肢の内容ついて,具体的にどの程度感じていた

のか窺い知ることはできない.また,「同様の活動を過去

にどの程度実施したか」という活動の経験回数を聞く項

目はあるのだが,ヒヤリハット発生に関する背後要因につ

いてリッカート尺度を用いて聞いていないため,経験回数

がどの程度影響したのか窺い知ることはできない.また,

投稿されている回答シートの発災日時からおおよその発

災場所は見当がつくのだが,これ以上の情報が記載されて

いないため,回答者に直接,照会して聞くことはできない. 

このように,ヒヤリハットDBはデータが簡素化されてい

るため,具体的にどの程度,感じていたのかなどの尺度に

関する部分の解答が不足しているため,現状では把握でき

る内容に限界がある. 

 

(2) 根本原因・ヒヤリハット分析に関する既往研究 

 ヒヤリハット分析に関する研究としては,本田³⁾らは,

消防活動中の事故・ヒヤリハットを抽出するために,消防

白書やヒヤリハットDBを活用し,事故・ヒヤリハットが多

く発生してる業務を選定し,FMEAを用いて一連のプロセス

において相対的に危険な個所の抽出とその評価を行った.

また,FMEA評価にあたり,ベテラン職員が従来感覚的にと

らえられていた危険性について,アンケート調査を用いる

ことで定量的に把握でき,これは熟練の暗黙知を形式知化

する意味を有しているとした. 
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また,山本⁴⁾は,救急業務に関連した事故・ヒヤリハッ

ト事例の発生要因を類型化し,同種事故の再発防止につい

て検討することを目的に,ヒヤリハットDBを活用し,心理

的要因について分析した.その結果,危機認知や注意力の

欠如は,焦りの状況よりも2倍近い頻度で事故・ヒヤリハ

ットに結びつくことが示唆された.また事例の中心要素の

うち,直接要因としては行動の意思決定に関わるもの,背

後要因としては,事故は「集中力の欠如」や「注意力の欠

如」,ヒヤリハットでは「偶然事故にならなかった」「運

が良かった」とするものが最も多いという結果となった. 

根本原因に関する研究としては,高村ら⁵⁾は,過去の倒

産企業に共通した組織風土を導き出すことを目的に,高村

らが定めた根本原因の定義に従って,企業倒産に至るプロ

セスの可視化を行っている. 

大原ら⁶⁾は,過去の水害に対して自治体が刊行した災害

対応検証報告書等の中から,地方自治体職員がうまく対応

できずに災害対応に影響が生じた事例を「災害対応ヒヤ

リハット事例」として収集し,カテゴリーごとに整理を行

った.大原らは,収集したヒヤリハット事例の根本原因の

分析方法として,「4M」（後述）の要素を用いた特性要因

図による根本原因の特定方法を提案している.また,本研

究対象は地方自治体職員であるため,４Mの「Man」に関す

る要素を,「①職員本人や部署の原因」,「②対応に関連

したその他の人の原因」とし,研究対象に合わせて改良し

ている. 

国土交通省大臣官房運輸安全監理室⁸⁾が平成29年7月5

日に公表した「運輸事業者における安全管理の進め方に

関するガイドライン」中の,「事故情報・ヒヤリハット情

報の収集・活用」によると,事故が起こった原因を追究す

る方法として「なぜなぜ分析」と「特性要因図」を用い

た分析方法を提案している. 

  

(3) 問題意識と研究目的  

 以上より,ヒヤリハットDBを活用した研究は見られたも

のの,ヒヤリハットDBに記載してある背後要因を深く追求

しようとした場合,投稿者本人に話を聞く必要があるため,

ヒヤリハットDBのみで研究を行うには限界がある.また,

ヒヤリハットDBから初めて経験だったということはわか

るのだが,この事実が他の要因にどの程度,影響を及ぼし

たのか読み取ることはできない.そして,本田ら³⁾の研究

から,ベテラン職員は危険性について経験などから感覚的

に捉え,暗黙知として保有している.つまり,ベテラン職員

が辞めてしまえば,知識が文章として残されているわけで

はないため,そのまま失われてしまう. 

そこで,本研究の目的は,大規模な水災害を初めて経験

した消防職員から,事故・ヒヤリハットに関する背後要因

を含めた情報を聞くことによって,救助活動中の「暗黙知」

を「形式知」に変換し,得られた知見を消防職員間で共有

できるような方法論の提案を目的とする. 

 

 

２．分析のフロー 
 
本章では,既往論文を参考に作成した分析のフローを図

1に示す.まず,第1章では消防隊員の水災害活動時におけ

るヒヤリハットの背後要因を詳細に聞くためには,直接聞

かなければならないことが判明したため,第3章では被災

した消防本部へのヒアリング調査（1回目）と,1回目のヒ

アリング調査を基にした個々の消防職員へのヒアリング

調査（2回目）を行い,活動内容の把握とヒアリング内容

の整理を行う.ヒアリング内容の整理の方法として,大原

ら⁶⁾のMによる分類方法を参考に内容の整理を行う.そし

て,第4章ではヒアリング内容からヒヤリハットが発生し

てしまった理由について, 国土交通省大臣官房運輸安全

監理室⁸⁾の分析手法を参考に,原因追及の方法として「な

ぜなぜ分析」を用いて原因の追究を行う.しかし,ヒアリ

ング内容から根本原因の背後要因について検討するため

には,ヒヤリハットを経験した本人へ根本原因に対して評

価してもらう必要があることから,なぜなぜ分析を実施後,

アンケート調査を行い根本原因の関連性について考察す

る.最後に,第5章では第3章と第4章の内容を総合して考察

を行い,全体としてどのようなことが考えられるのか考察

を行う.図1に研究の流れを示す. 
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３．令和2年7月豪雨における活動内容の把握 
 

本章ではヒヤリハット発生に関する詳細な背後要因を

把握するという目的で,令和2年7月豪雨で災害対応した熊

本県内の2つの消防本部に対して,それぞれ2回ずつ合計4

回のヒアリング調査を行った.1回目のヒアリング調査は

災害の全体像を把握するということを目的に,活動全体の

取りまとめを行っている担当者へヒアリング調査を行

い,2回目のヒアリング調査では,災害の最前線で活動した

職員（21名）に対して,具体的な活動内容のヒアリングを

行った. 

 
(1) 災害の全体像を把握するための調査（1回目） 

「令和2年7月豪雨」では消防本部としてどのような対

応をしたのか把握するために,消防本部で災害について取

りまとめを行っている担当者に令和2年11月16～18日にか

けて,熊本県内にあるの2つの消防本部へヒアリング調査

を行った.今回の調査は,災害の実態把握を目的としてい

るためインタビューに関する手法は特に設けず,災害の全

体像を把握することに主眼を置き,メディアなどで報じら

れたことの詳細や,話しながら特に気になった点に聞きな

がら進めた. 

a) 管内の被害状況の把握 

 119番通報の内容から浸水状況を把握したり,現場の状

況確認へ向かった出向隊や,119番通報に基づいて出場し

た隊からの情報で断片的に把握していた. 

b) 通信問題 

携帯無線機（現場と本部との通信用）の通信範囲が狭

かったため,スマートフォンが活躍した.しかし,雨の中で

は画面のタッチパネルが反応しなかったという意見もあ

ったが,携帯無線機よりも携帯電話の方が通信範囲も広く

使い勝手が良いという点については共通していた. 

c) 事前計画 

 ヒアリング調査を依頼した2消防本部とも,海や河川に

面しているため,ボートの扱いに関する訓練については,

年間の訓練計画にも複数回取り入れていた.また,「浸水

する」ということが珍しい地区ではないため,水災に関す

る図上訓練も半年に1回以上は行われているような状況で

あり,習熟度はかなり高いように見受けられた. 

また,消防署自体が浸水してしまったことにより,計画

通りに人員を配置できなかったことや,車両も水没してし

まい,その後の部隊運用に支障が出てしまったという問題

も指摘されていた. 

d) 119番通報と雨量の状況 

 降水量の増加とともに,119番通報も増えてくるという

状況であった. 

待機している部隊がすべて出払ってしまった後は,通報

者に対して「とにかく,上に逃げてください」としか伝え

られなかったのだが,どこまで水位が上昇するのかわから

ない状況で,このような指示を出すことに抵抗もあったと

のことであった. 

e) 出向・活動について 

 浸水状況の把握ができていない地域への出向では,到着

してみると浸水していたため,そのまま救助活動へ移行し

てしまうような事案も多数あった.また,救助活動に関す

る話の中で,2消防本部の複数の職員が,殉職の危険性がか

なり高い活動になってしまったという話があった.しかし,

活動内容の詳細については,ヒアリングに伺った当時,議

会への報告書を作成している段階ということもあり,誰が

どのような活動をしたのか詳細は聴取できていないとい

う事であった. 

f) 緊急消防援助隊に関すること 

 道路が浸水し,他県から来る応援隊がなかなか消防署に

近寄れないという事態が起こっていた.また,応援隊の宿

営地と住民の避難所が重なっていたため,急遽,近隣の宿

営地を選定することになり,宿営地と出場区域が離れてし

まうという事態が起こっていた. 

 消防本部へヒアリング調査をした結果,異常な雨量から

当初の計画とは違った活動になってしまい,対応が後手に

回ってしまったことや,2消防本部とも現場によっては殉

職してもおかしくないような状況下での活動であったこ

とを聞くことができた. 

 
(2) 詳細な背後要因を聞くための調査（2回目） 

 本節では,個別の消防職員へ話を聞くことにより,危険

について具体的にどの程度感じていたのか把握すること

を目的とする.しかし,すべての活動事案について聞くに

は時間の制約があるため,研究目的に沿った内容を聞く必

要がある.そこで,「暗黙知を明らかにする」という本研

究の目的に照らし合わせた場合,危険な現場ほど様々な事

象が起こっているおり,無意識の判断（暗黙知）が多く行

われている考え,危険要因を多く含んでいると思われる

「濁流の中,ボートを使った活動をした事案」が適当であ

ると考えた.ボートを使った事案に絞った理由であるが,

水災害でボートを使うということは,水位が上がっており

徒歩での活動は危険が伴うということであり,通常の活動

よりもリスクを伴っていると考えたためである.そこで,

令和3年4月26～29日にかけて熊本県内の2消防本部へ個別

の職員へのヒアリング調査を依頼し,ボートを使った活動

に従事した消防職員21名（実施時間一人約30分）に対し

てヒアリング調査を行った.なお,本ヒアリング調査では,

被災後にPTSDを発症していた職員,及び現在でも精神的に

不安定な職員（被災前と比べて様子が変わってしまった,

または,災害の話になると様子が変わってしまうなど）の

職員は,対象者から外してもらうように依頼した. 

本ヒアリング調査では,「危険な現場で無意識のうちに

行った判断を把握する」という目的に沿った内容を聞く

必要がある.そこで,ヒアリングの実施方法等として,ヒア

リング対象者に活動内容について話してもらった後,危険

に関する部分についてヒヤリハットDB³⁾でヒヤリハット

事案を投稿する際に用いる「調査票」の質問項目の内容

を対象者に質問し,回答内容に応じて深掘りをしていく

「半構造化インタビュー」を行った. 

ヒアリングの結果,対象者ほぼ全員から聞くことができ

た内容としては,「初めて経験する大規模災害でやり方が

わからなかった」,「まさかうちが対応することになるな

んて思わなかった」など,初めての経験で試行錯誤しなが

ら活動していたことを聞き取ることができた.また,幸い

にして対象とした2つの消防本部とも殉職者やけが人は発

生していなかった.しかし,複数人から「ここまで死ぬか

もしれないと思ったことはない」という,かなり危険な状

況下での活動になってしまった内容について聞くことが

できた.また,殉職の危険性は感じていなくても,活動中の

恐怖や,活動に制限時間があったことによるプレッシャー

や,住民に避難してほしいという依頼をしてもなかなか受

け入れてもらえないという葛藤も多く聞くことができた. 

  

(3) ヒアリング内容の整理 

個々の職員へのヒアリング結果から,事案によってはか

なり緊迫した状況であったことが分かった.しかし,複数

職員が同一事案で活動しており,また,テキストデータの

ままでは前後関係や内容の整合性が取りづらいため,既往
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研究などを参考にテキストデータの図式化と,記載されて

いる内容の分類を行う.  

a) ヒアリングデータの図式化（出来事流れ図の作成） 

本項では,医療事故が起こった際に事故原因究明のため

に行われる根本原因分析⁸⁾から,事例発生のプロセスを時

系列で並べて整理する「出来事流れ図」の作成方法と,特

性要因図の作成方法を参考に,テキストデータを図式化

（以下,出来事流れ図）する（図2）.ここでは,No,9を参

考に説明する.No,9の活動内容は,現場に到着時,すでに河

川氾濫が発生しており,危険すぎて救助活動ができない状

況であったため,その旨を携帯電話で通報者に伝え,現場

を引き揚げた.しかし,引き揚げ途上,他本部が活動する現

場の案内役として別の現場へ向かう指令が入ったため,帰

署せずに別の現場へ向かったという内容である. 

図 2 出来事流れ図の例（事案 No,9） 
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表 1 事案一覧 

事案 事案概要 

NNoo,,11

（（※※））  

現場到着時,水位が上がってきていたが活動可能と判断するが,河川氾濫後は状況の変化が速く,活動継続は

危険と判断し,小高い場所に全員で避難する 

NNoo,,22  

（（※※））  

到着時,浸水はしていたが流れはなかったため,活動を開始するが,河川氾濫後は,状況の急激な変化と,要救

助者に接触していたため,近くの家の屋根に避難し,濁流の中に取り残されてしまった 

No,3 要救助者が閉じ込められているとの通報で向かったが,位階部分は完全に浸水していたため救出を断念し,民

間業者と協力し,取り残されていた多数の住民を救出した. 

NNoo,,44  

（（※※））  

現在地の近くの要請現場に向かったが,予想外にも浸水していたが,そのまま活動を継続した.しかし,救出中

に河川氾濫が発生し,要救助者と一緒に要救助者宅に取り残されてしまった 

No,5 署で本部の運用を行っていたのだが,署自体が浸水し,近隣住民から直接,救助要請を受ける.急遽,運営人員

を割いて救出に向かわせる. 

No,6 救急事案で出場していたが,住宅街が浸水していたことから,住民の避難誘導に活動を切り替えた.しかし,避

難を拒否する住民もいたため対応に苦慮しながらも,避難誘導を続けた. 

NNoo,,77  

（（※※））  

浸水し車両に取り残されているとの通報で向かったが,誰もいなかったため,住民も多数残っていたことから

避難誘導に活動を切り替えるが,河川氾濫が発生し,住民とともに近くの家の屋根に避難する. 

No,8 建物の1階部分は浸水していたが,何とか救出できた.その後は,流れに苦慮しながらも別の現場へ向かい活動

を無事に終えられた. 

No,9 対象職員が最初に対応した活動では,堤防も決壊しており流れも速く,危険と判断し活動を断念している.そ

の後は,近隣消防の案内役として活動している. 

No,10 道路に土砂が流出しているとの通報で向かい,見た事のない勢いの水が沢から出ていたが,危険を感じたた

め,急いで活動を終わらせた. 

NNoo,,1111  

（（※※））  

近隣住民が浸水していることを知らせてくれたが,水位が上がってきたため逃げられなくなってしまい,住民

と一緒に近くの建物の屋根に避難する. 

※ 消防職員が活動中に「死」を感じた等,特に危険だった事案 
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研究などを参考にテキストデータの図式化と,記載されて
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を引き揚げた.しかし,引き揚げ途上,他本部が活動する現
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出来事流れ図の作成方法として,活動の始まりから終わ

りまで１つのフローに表すこととする.水平に引いてある

黒矢印は,事の始まりから終わりの時系列を表している.

しかし,時間経過をすべて記録しているわけではないため,

出来事の前後関係を整してフロー内に表記する.その際,

「文章」のままでは長く,また活動とは直接関係のないこ

とも含まれるため,各ファクターを文章の意味が通じる

「文」に区切り,活動に関する内容のみ記載した.下記に

出来事流れ図に記載する際に用いたルールを示す. 

 

・一連の行動を,文節で区切り並べて記載してある部 

分をアクティビティと呼ぶ. 

・出来事流れ図中には,文節で区切ったファクターで 

表記している. 

・同一現場に複数の職員が入れば,色を変えて表記いる. 

・カッコ内は職員が思ったこと表記している. 

・枠で囲ってあるファクターは出来事を表記している. 

・丸で囲った数字は,図2の内容を示す. 

・赤字は活動に何らかの制限が加わっていることを示 

している 

・フロー内は,順序を示しており左側から始まる. 

 

 なお,この作業を繰り返し行った結果,全部で11事案

（表1）あることが判明した.本出来事流れ図中には考察

を一切含まず,聞き取ることができた内容のみ記載する.  

b) 「4M」を用いた分類 

前項で作成した出来事流れ図のままでは,各ファクター

を分類せずに一連の動作として「文」で記載しており,ど

のような要因が記載してあるのか見えづらくなってしま

っている.そこで,出来事流れ図中の各ファクターを分類

するために,大原ら⁶⁾と国土交通省⁷⁾の既往研究を参考に,

品質管理の改善を行う際に用いられる「4M」の考え方を

用いて各ファクターに分類番号を付与し,出来事流れ図中

に記載した.なお,図3に４Mに関する言葉を,消防活動に関

する項目へ変換した分類例を記載した.  

c) 出来事流れ図から事例シートへの転記 

出来事流れ図(図2）中への記載方法は,一連の出来事や

  

 

❶自分たち側の原因 

（自分,同僚に関すること） 

❷相手側の原因 

（要救助者や住民に関すること） 

❸ハード面の原因 

（資器材に関すること） 

❹周囲の環境の原因 

（ハザードに関すること） 

❺管理上の原因 

（組織に関すること） 

Man（人） 

Machine 

（設備・機器） 

Media（環境） 

Management（管理） 

図 3 消防活動に関する分類記号 

事案No,9（1名） 職員⑦ 

１１  自自消消防防職職員員のの原原因因（（自自分分,,同同僚僚にに関関すするるこことと））  

⑴⑴  出出来来事事流流れれ図図

かからら分分かかるるこことと  

・河川の見た目から,行くのは無理と感じていた 

・代替手段が思いつかなかった 
・地元だからこそ,他本部が来ても案内できた 
・安否確認の際,子どもを見るのが辛かった 

・安否確認の際,自分の家族の事が気になった 

⑵⑵  出出来来事事流流れれ図図

にに記記載載ででききななかかっっ
たたこことと  

・ボートを送り出した後など,合間合間で家族が気になった.それが活動に影響したことはないが,自分の 

子供と同世代の子供が被災したので見るのが辛かった.あとは神頼み. 
・災害に対して,無力だと感じた.普段やっていることは全く役に立たない. 
・取り残されて人を救出するだけなら,消防団でも役場の人でも誰でもできる. 

・「救助」と言っているのに無力だと感じた 

２２  要要救救助助者者のの原原因因  

⑴⑴  出出来来事事流流れれ図図
かからら分分かかるるこことと  

・安否確認に協力してくれた 
 

⑵⑵  出出来来事事流流れれ図図

にに記記載載ででききななかかっっ
たたこことと  

証言なし 

３３  ハハーードド面面のの原原因因  

⑴⑴  出出来来事事流流れれ図図
かからら分分かかるるこことと  

証言なし 

⑵⑵  出出来来事事流流れれ図図
にに記記載載ででききななかかっっ

たたこことと  

・後日,車両が壊れてしまった 
 

４４  周周囲囲のの環環境境のの原原因因  

⑴⑴  出出来来事事流流れれ図図
かからら分分かかるるこことと  

・河川の幅が,何十倍にも広がっていた 
・道が見えなかった 
・堤防が決壊（越水）し,増水していた 

・見えない所に用水路がある 
・No,21の事案時は,流れはなかったが,茶色い水で足元が見えなかった 

⑵⑵  出出来来事事流流れれ図図

にに記記載載ででききななかかっっ
たたこことと  

・浸水箇所を車両で通った 

・濁流の音は,世の中がゴーという音で巻き込まれていく感じ.熊本地震の時も同じような感じだった 
・状況が夜だったら,なおさら難しい活動になっていたと思う 

５５  管管理理上上のの原原因因（（組組織織側側））  

⑴⑴  出出来来事事流流れれ図図
かからら分分かかるるこことと  

証言なし 

⑵⑵  出出来来事事流流れれ図図
にに記記載載ででききななかかっっ

たたこことと  

証言なし 

 

表 2 事例シート例（事案 No,9） 
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動作をできるだけ短くした「文」として記載してあるた

め,関連のある出来事同士をつなげて意味の通る「文章」

にして読みやすくする必要がある. 

そこで,出来事流れ図中の一つのアクティビティ内は一

連の動作を示しているため,アクティビティ内の前後関係

を考えつつ,各アクティビティ内の「文」を繋げて「文章」

にすることにより,意味の通る「文章」とすることができ

る.  

なお,出来事流れ図中のアクティビティ内の文節を繋げ

た文章を記載する表を「事例シート」と呼称し,事案ごと

に作成する（表2）.事例シートへ記載する際は,ヒアリン

グ調査で聞くことはできたが,出来事流れ図中に記載でき

なかった事（一連の流れとは関係がないが,事案全体とし

て捉えることができる事柄）も含めて,図3の消防活動に

分類した際の記号に沿って記載した. 

 

(4) ヒアリング結果に対する考察 

本節では,事例シートに記載した「4M」の要因ごとに内

容を考察する. 

a) 自分たち側の原因について 

現場到着時は,水位や水流がなかったため活動可能と判

断しているが,河川氾濫発生後は,水位の上昇と水の流れ

が速くなり,濁流に対して恐怖を感じつつも,住民や要救

助者がいたため正義感から活動しなくてはならないと感

じ活動を行っている.その結果,事案によっては避難経路

を立たれてしまい,屋根の上に避難する事態となってしま

った事案も複数あった.そしてヒアリング対象者全員が

「まさか河川が氾濫するとは思わなかった」と証言して

いる事から,どこか判断を間違ったというよりも,氾濫・

越水した時間に活動していた場所,及び要救助者を接触し

ていたかという問題が起因しているよう考える.つまり,

その場にいた誰しもが,緊急避難をせざるを得ないような

状況に陥っていた可能性もある. 

また,複数事案で早朝からの長時間活動であったにも関

わらず,疲れを感じなかったと証言している.これは, 恐

ろしい出来事に直面した経験を起因とする「急性ストレ

ス障害（ASD）⁹⁾」に陥っていた可能性があるのだが, 本

ヒアリング調査ではASDに陥っていたのか調べることを目

的としていなかったため,ASDに罹患しているのか断定す

ることはできない. 

b) 相手側の原因について 

要救助者に高齢者が多いことと,また,避難していない

住民が多数いたことが多く記載されていた.そして,これ

らの要救助者や住民はケガをしていなかった.また,住民

の避難に関しては,消防隊が避難を依頼しても受け入れて

もらえないという記述も複数あった.要救助者に高齢者が

多かったことについては,ヒアリング調査の対象地域が山

間部であったためだと思われれる.しかし,高齢者の救出

活動では,急ぐと2次災害の危険性があるため,いつも以上

に救出時間がかかってしまった原因となってしまった可

能性もある. 

c) ハード面の原因 

 濁流の中,ボートの船外機を使った活動も複数見られた.

激しい流れの中で船外機を使うということは,水中には何

が流れているのかわからないため,船外機が壊れてしまう

可能性があった.しかし,手漕ぎでは対応できないような

激しい流れであったため,熟考の上での判断であったと推

測できる.被災後はこの点を考慮して,別の資器材を導入

している. 

 また,水の中に入っての活動も含まれていたため,無線

機が濡れてしまうという事態も発生していた. 

d) 周囲の環境の原因 

 早朝の事案では,水位や水流から危険を感じるような状

況ではなかったが,時間経過とともに,水位・水流ともに

急激に変化してる.変化後の状況について,ベテラン職員

からも,「ここまでの被害は初めての経験だった」「住宅

が流されていった」「危険を感じた」など,かなり危険な

状況であったことが窺えた. 

 また,3事案で電線に関する証言もあった.内容としては,

電線が水に浸かっていたため感電の危険性があったこと

が指摘されていた. 

e) 管理上の原因 

 消防署自体も浸水してしまい,消防署付近の住民から,

直接,救出要請を受け,本部運営という任務もあったが,付

近住民に対して何もしていないという姿は見せられない

という思いから,本部要員の人員を割いて,救助活動を行

っている.そのため,人員不足から現場からの無線に対応

できなくなってしまっている.その結果,現場から本部に

交信しても反応が無くなってしまい,現場から本部へ報告

することを行わなくなってしまった原因となっていた. 

 

(5) 小括  

全体的に自分たち側の原因に関することが多く記述さ

れていた.この理由としては,経験したことのないような

ハザードの見た目や音が強く印象に残っていることや,思

うように活動できなかったことが考えられる.しかし,活

動中は恐怖や危険を感じながらも,要救助者がいるという

使命感から活動していたことを窺い知ることができた. 

特筆すべき事案として,全11事案中5事案（表1の太字事

案）において,活動中に水位が上昇し,屋根の上などに避

難して,一時的に身動きが取れなくなってしまっていた.

本来,消防活動は安全管理に対してとても厳しいため,こ

のような事態に陥ってしまうということ自体がかなり稀

なことであり,危険な状況に陥ってしまった多くの暗黙知

が含まれているように感じた.また,自分たちも危険な状

況でありながら,要救助者の事を気に掛けるなど,職務に

対する責任感の強さも読み取れた. 

そこで次章では,特に危険な活動となってしまった5事

案について,本研究の目的である「暗黙知」を「形式知」

に変換し,消防職員への知見となるような研究を行うため,

消防職員の活動中の意識について明らかにする. 

 
 
４．消防隊員の活動中における意識の調査 
 
本章では,第2章で作成した出来事流れ図や４Mに分類し

た結果を踏まえ,特に危険な活動となってしまった5事案

（表1の太太字字事事案案）について,危険な活動となってしまっ

た根本原因の検討を行い,導き出された根本原因に対して

アンケート調査を行い,因果関係について検討を行う. 

根本原因の特定は多くの研究で扱われていれいるが,内

容の解釈が研究者によって異なってしまう可能性を含む

「定性的」な分析となる.定性的な研究に対する議論は

様々あるが,ここでは,そのような議論は対象とせず,根本

原因を検討していく. 

本来,根本原因の特定は専門家を含めた複数名で実施す

ること⁸⁾とされているが,今回は研究の都合上,筆頭著者

一人で行うこととした.この場合,恣意的に根本原因を選

択しているのではないのかという懸念があるが,筆頭著者
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動作をできるだけ短くした「文」として記載してあるた

め,関連のある出来事同士をつなげて意味の通る「文章」

にして読みやすくする必要がある. 

そこで,出来事流れ図中の一つのアクティビティ内は一

連の動作を示しているため,アクティビティ内の前後関係

を考えつつ,各アクティビティ内の「文」を繋げて「文章」

にすることにより,意味の通る「文章」とすることができ

る.  

なお,出来事流れ図中のアクティビティ内の文節を繋げ

た文章を記載する表を「事例シート」と呼称し,事案ごと

に作成する（表2）.事例シートへ記載する際は,ヒアリン

グ調査で聞くことはできたが,出来事流れ図中に記載でき

なかった事（一連の流れとは関係がないが,事案全体とし

て捉えることができる事柄）も含めて,図3の消防活動に

分類した際の記号に沿って記載した. 

 

(4) ヒアリング結果に対する考察 
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ス障害（ASD）⁹⁾」に陥っていた可能性があるのだが, 本
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が含まれているように感じた.また,自分たちも危険な状

況でありながら,要救助者の事を気に掛けるなど,職務に

対する責任感の強さも読み取れた. 

そこで次章では,特に危険な活動となってしまった5事

案について,本研究の目的である「暗黙知」を「形式知」

に変換し,消防職員への知見となるような研究を行うため,

消防職員の活動中の意識について明らかにする. 
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本章では,第2章で作成した出来事流れ図や４Mに分類し

た結果を踏まえ,特に危険な活動となってしまった5事案

（表1の太太字字事事案案）について,危険な活動となってしまっ

た根本原因の検討を行い,導き出された根本原因に対して

アンケート調査を行い,因果関係について検討を行う. 

根本原因の特定は多くの研究で扱われていれいるが,内

容の解釈が研究者によって異なってしまう可能性を含む

「定性的」な分析となる.定性的な研究に対する議論は

様々あるが,ここでは,そのような議論は対象とせず,根本

原因を検討していく. 
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ること⁸⁾とされているが,今回は研究の都合上,筆頭著者

一人で行うこととした.この場合,恣意的に根本原因を選
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7 
 

が特定した複数の根本原因を,ヒアリング対象者にアンケ

ート調査で評価してもう（全く関係のない根本原因は低

評価となる）ことによって,懸念はなくなるのではないか

と考える. 

 

(1) 根本原因の特定方法 

本節では,根本原因の特定方法として,「なぜなぜ分析」

を行う.なぜなぜ分析とは,答えが出なくなるまで「なぜ

そうなったのか」と理由を考えていくことで根本原因を

導き出すことができる.なお,なぜなぜ分析で掘り下げる

回数は3回以上⁸⁾を基本とするが,3回以上できなくても要

因として検討すべき余地があるものは根本原因として採

用する.しかし,ハザード由来の物に関しては掘り下げる

回数が少なくなってしまったため,根本原因から除外する

が,根本原因に影響を与えた重要なファクターという位置

付けとして扱う. 

そこで,なぜなぜ分析の実施にあたり,特に危険な活動

となってしまった5事案（表1の太字事案）に共通するこ

ととして,「殉職」を強く意識していることから,「なぜ

殉職の危険を感じるような事態に陥ってしまったのか」

というテーマを設定して根本原因分析を行う.しかし,こ

のテーマでは何を対象に分析したらよいのかはっきりし

ないため,本災害の流れをフェーズに区切って,フェーズ

ごとに検討していくこととする. 

a) 活動中のフェーズの確認 

出来事流れ図と事例シートを参照しながら,一連の流れ

を再考察したところ,下記のア～オの順番で成り立ってい

ることが判明した. 

ア. 現場到着時,活動できる範囲内だと思っていた. 

イイ..  河河川川のの越越水水・・氾氾濫濫にによよりり,,危危険険なな状状況況にに追追いい込込まま

れれててししままっったた..  

ウウ..  自自分分たたちちだだけけなならら「「逃逃げげるる」」とといいうう選選択択肢肢ももああ

っったたかかももししれれなないいがが,,要要救救助助者者ががいいたた（（接接触触ししてていい

たた））たためめ逃逃げげらられれななかかっったた（（oorr逃逃げげるるタタイイミミンンググをを

失失っっててししままっったた））  

エエ..  更更にに状状況況がが悪悪化化しし,,殉殉職職のの危危険険性性がが高高ままるる（（要要救救

助助者者とと運運命命をを共共ににすするる））. 

オ. 運よく,水位が下がって殉職せずに済んだ 

b) フェーズに沿った根本原因 

 上記のイ～エのフェーズについて,共通点で分類した合,

「緊急避難に関すること（イ・エ）」と「危険な状況で

ありながら活動できた理由（ウ）」に分けられるため,こ

れらの背後要因を探ることによって,暗黙知を明らかにで

きるのではないのかと考えた.そこで,上記のイ・エを

「緊急避難に関すること」,ウを「危険な状況でありなが

ら活動できた要因」というラベルを付けた（表3）. 

 なお,ア.オ.については,直接,危険な活動とは関係ない

ため根本原因分析の対象外とした. 

c) 根本原因の特定結果 

 表3の各ラベルについてなぜなぜ分析で根本原因を検討

した結果,「緊急避難に関すること」として15個, 

「危険な状況に陥りながら活動できた理由」について14

個の根本原因が特定された.これらの内容はヒアリング中

にできてきた内容も含まれているが,考えられるすべての

要因について網羅する必要があるため,ヒアリングでは全

く出てこなかった内容も含まれている. 

なぜなぜ分析の結果として,ヒアリング中にも多く聞く

ことのできた,「氾濫した経験がないため氾濫するとは思

わなかったこと」や,「想像を超えるハザードの威力に対

する無力感」と,「要救助者がいたためやるしかない」と

いうことを読み取ることができた.しかし,これらの要因

は筆頭著者が検討したものであるため,次節では根本原因

として考えられるすべて要因について,活動した本人にア

ンケート調査を通じて評価をしてもらい,根本原因として

の妥当性を評価する. 

 

 (2) 根本原因についてのアンケート調査 

本節では,4(1)cで特定した根本原因について,各項目内

でどの要因が一番強く,それぞれがどのような関係性であ

るのか調べるために,表2で特に危険な活動とした5事案11

名の消防職員に4件法を用いてアンケート調査を行い,そ

の一例として,「緊急避難に関すること」のアンケート結

果を図4に示す.アンケート調査で聞いた内容は,4(1)cで

特定した根本原因について,{とても当てはまる, やや当

てはまる,あまり当てはまらない, 全く当てはまらない}

という選択肢で,対象者にアンケート調査を行った. 

アンケート調査の結果,根本原因として強く示唆される

ものと,そうでないものが判明した.そこで,表3のラベル

についてアンケート結果を基に整理することとする. 

a) 緊急避難に関すること 

 避難せざるを得ないような状況に陥ってしまった理由

として,ヒアリングでも直接聞くことができた「氾濫する

とは思わなかった」という原因が考えられた.しかし,状

況を甘く見て活動していたのかというと,氾濫の兆候が見

えなかったという回答が多くあったため,ハザードの変化

が急激であったことが考えられる.これを裏付ける証言と

して,気が付いた時には手遅れだったという回答結果がハ

ザードの急激な変化を言い表している.また,やることが

多く人手不足だったという回答内容が多いことから,河川

 

 

フェーズ ラベル 

イ・エ 緊急避難に関すること 

ウ 危険な状況でありながら活動できた理由 

 

表 3 フェーズに関する共通点 
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を監視する要員を配置できなかった事も,ハザード変化の

発見の遅れに繋がったと考えられる. 

 そして,状況が悪くなってしまったため避難しているこ

とと,ハザードの変化が速かったため,じっくり考えて行

動する時間が取れなかった事も緊急避難に関連している

と考えられる. 

 そもそも,このような状況に巻き込まれてしまった理由

として,要救助者や住民が多数残っていたことも起因して

いる.誰もいなければ助けに行く必要はないのだが,誰か

がいる以上,「消防」という職務上の責任感から救出活動

を行ってしまう.しかも,救出活動を中断して自分たちだ

けで逃げるという選択は,職務上の責任感から取りづらい

ため,そのままハザードに巻き込まれてしまい,殉職する 

ような危険な状況に陥ってしまったと考えられる. 

b) 危険な状況に陥りながら活動できた要因 

 この要因について検討した場合,まず,要救助者がいた

ことが一番の原因として考えられる.要救助者に対する責

任感についてはこれまでも述べてきたが,活動を急げない

（急ぐと二次災害の危険がある）ということと,自分たち

もその場にとどまらざるを得ないという状況が「責任感」

という要因を強める形となった. 

 

(3) 小括 

アンケート結果の内容から,個々が独立しているのでは 

なく関連しあっていることが判明したため,図5で因果関

係図にて関連性を整理した.その結果,根本原因とした内

容について,表3でラベルに記載した内容について共通点

をそれぞれ見出すことができた.しかし,各共通点につい

て,どのような事が実際に証言されているのかわかりづら

くなっているため,次章では共通点について.具体的にど

のような事が証言されていたのか検討することとする. 

 

 

５．ヒアリング内容との関連性 

 
本章では,前章の図5で共通点1～3とした項目に関する

具体的事例を第2章で行ったヒアリング調査から抽出し,

研究全体としてどのような事が考察できるのか,また,そ

こから得られる知見や暗黙知を明らかにした上で,因果関

係図の作成を目的とする. 

(1) 具体的な事例の追加 

前章で作成した図5は,活動中,特に危険だった5事案に

ついて根本原因分析を行い,その実施結果を用いて因果関

係図を作成している.そこで,共通点とした1～3に関連す

る証言について下記のルールで抜き出した. 

 

1.「氾濫するとは思わなかった」という項目に関して,氾

濫するということを想定していない,つまり,「いつも

通り活動ができる」という判断が働いていると解釈し,

文章を抽出した. 

2.「状況の急激な変化」はハザードに関するものである

ため,流れの速さや水位の変化に関する証言を抽出して

いる. 

3.「要救助者がいる」という項目は,要救助者に関する情

報があるものを抽出した. 

 
 上記の1～3のルールに従って,共通点に関連する内容を

出来事流れ図,及びヒアリングデータから抜き出した結果,

表4に記載してある内容を抜き出すことができた. 

 

(2) 小括 

2「状況の急激な変化」,3「要救助者がいる」という項

目からは,被災当日の現場に関する描写が記載されていた

が,1「氾濫するとは思わなかった」という項目に関して

は表4の太太字字部部分分の証言から,現場到着時の状況からいつ

も通りできると判断していた事が窺える.いつも通りでき

る判断をした要因としては,2「状況の急激な変化」とい

う項目から,流れに関する証言（下線部）と水位に関する

証言（二重下線）が関係しているが,斜体で記載した「堤

防から越水後は,歩けないほどの流れになったため,隊員

に退避を指示している」ことから,流れの速さが活動の可

否を判断した要因として大きいことが考えられる.  

これは,消防は現場や訓練を通して学ぶという考え方が

強いことが起因しているのではないだろうか.実際に,ヒ

アリング中でも河川での舟艇訓練の回数や,雑談の中で,

本地区は山間部に位置しているため,子供のころはよく河

川で遊んでいた（増水している時も遊んだ）という経験

談を聞くことができたことから,流れに関する活動の限界

値を経験から理解していたと思われる. 

氾濫を予測

できなった 

氾濫の兆候が

見えなった 

やることが多い 

人数不足 

活動環境が
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状況の急激な

変化 

要救助者が
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ララベベルル  

高齢者 
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要救助者 

根根本本原原因因  

共共通通点点  

1 

2 

3 

経験したこと

がない 

見捨てる訳には
いかない 

緊急避難に関すること 

危険な状況ではあったが

活動できた理由 

図 5 緊急避難せざるを得ないような状況に陥ってしまった理由 

急げない 
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６．結論 

 

本研究では,消防職員の大規模な水災害の経験談を,提

案した方法論を使って表現することできた. 第1章では,

ヒヤリハットDBでは把握できる内容に限界があることが

判明した.第2章では研究のプロセスを説明し,第3章では,

災害内容の把握と,活動中の判断に関してヒアリング調査

を行い,ヒアリングした内容について「出来事流れ図」を

用いて整理した.第4章では「なぜなぜ分析」を用いた根

本原因の特定と,根本原因に対するアンケート調査を行い,

特定した根本原因を評価し,因果関係を検討した.第5章で

は根本原因に関連する内容として,どのような事が実際に

証言されていたのか抜き出し,関連性について検討した. 

 最後に,本研究から判明した知見に関する因果関係を図

6に示し,図6中に記載してある①～③に関する説明を下記

に示す. 

 

 

① 氾濫するとは思わなかった 

活動に関するテクニカルな部分の限界点については,自

身の経験や訓練で培われているが,ハザードの変化を感じ

取るという部分にいては訓練などでは養うことができな

かった.また,河川氾濫を想定しいない通常体制での人員

配置となっていることから,人員不足に陥ってしまい,河

川氾濫を見逃してしまっている. 

② 急激な状況の変化 

急激なハザードの変化を見逃してしまったことにより,

退避する暇もなく,意に反してハザードに巻き込まれてし

まっている. 

③ 要救助者がいる 

本来,殉職の危険がある場合,安全を確保してから活動

することが大原則であるが,要救助者がいたため,正義感

から無理をしてしまった可能性がある.これは,大原則を

理解していても,いざその場に立ってみると咄嗟に行動し

てしまうという事なのかもしれない. 

表 4 共通点に関すること 

1）氾濫する
とは思わな
かった 

・本来,現場で活動するような立場ではないが,ヘルメットはあるし要請場所が署の近くですすぐぐにに  
帰帰っってて来来らられれるるとと思思っったた.. 

・行くと言われたので,,上上司司にに付付いいてて行行くく感感じじ.. 
・過過去去にに経経験験ししたたここととががなないいような災害だった. 
・初初めめててのの経経験験で,活動は失敗だった. 
・車両が水没するとは,全全くく考考ええてていいななかかっったた..そそここままででのの危危機機感感ははななかかっったた.. 

2）状況の 
急激な変化 

・活動初期では水の色,流れなどから活動できると判断した. 
・水位はひざ上ぐらいであったが,歩けるぐらいの流れであったライフジャケットを 

住民へ渡して活動した. 
・水位は足首程度だったが,活動に対して危険を感じている. 
・他にも危険な場所に要救助者が多数いるが,水の流れや周囲の地形,水も濁ってきたことから 

行っても帰って来られないと判断し,助けに行くことを断念した. 
・事案が同時多発的にいくつも発生したため,優先順位を決めるのが難しかった. 
・濁流が迫っているが,最前線で活動している隊員が心配だったが,自分のいる場所も 

危険な状況になっていた. 
・越水を確認したが,流されるとまずい程の速い流れに恐怖を感じた. 
・水位がどこまで上がるのか見当がつかなかった. 
・退避している最中に住民を確認したが,自分も流れに逆らって移動していることと,ボートも 

持っていなかったため救出を断念する（もどかしい）. 
・予想外で浸水していたが,自分たちしかいないので行かなくてはならない. 
・自分たちだけでは対応できないと思ったが,やらなくてはならない. 
・球磨川の越水により,泳いで逃げるのは難しい. 
・河川氾濫が起こる前は,流れはほとんどなかったが,水位は上がっていた. 

 ・河川氾濫後,急激な水位の上昇により1階部分は水没した. 
 ・河川氾濫後,流れも速くなった. 
 ・雷も鳴っている状況で,外にいることの危険性 

・堤防から越水後は,歩けないほどの流れになったため,隊員に退避を指示している. 
・ダム緊急放流に関する予告があってからは,殉職を覚悟して泳ぐ用意をした. 
・河川の越水前は流れがなかったが,越水後は歩けないぐらい速い流れ. 
・河川の越水後の水位は,軒下程度まで上がった. 
・水位の上昇は止まるだろうと考えていた. 
・ダム放流の知らせで,死を覚悟する. 
・色んな所に何かがぶつかる音がしていた. 
・早朝は,気象の関係からヘリが入りづらかった. 

3）要救助者
がいる 

・要救助者を使命感から助けたいという思いで無理をしてしまった. 
・要救助者が何名いるのかわからない. 
・要救助者は高齢であったため,ゆっくり救出した. 
・隊員に退避を指示したかったが,要救助者と接触しているため,指示できなかった. 
・住民の期待があっても,できないことは判断しないといけない. 
・当日は使命感で行ってしまったが,後から考えるとそのような考えは必要なかった. 
・通報のほかにも住民が住宅に残っている. 
・要救助者は高齢で,泳ぐなどの選択はできなかった. 
・浸水が始まっているのに,住民が多数残っている. 
・本来であれば,人を助ける立場の人間が動けない.ここにいる住民2名しか対応することが 
できない.亡くなった人にもどうすることもできない. 

・要救助者に高齢女性を含んでいた. 
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また,住民側にも「この辺りは浸水したことがないから

大丈夫」や「ペットがいるから」と言って,避難を拒む事

例が散見されたことから,使命感から消防隊が説得に時間

を要してしまったのかもしれない. 

以上より,救出活動時における弊害として,死ぬかもし

れないという尋常ではない恐怖感から,急性ストレス障害

（ASD）⁹⁾に陥っていた可能性がある.急性ストレス障害

とは,日常生活に支障をきたす強く不快な症状の事である.

急性ストレス障害は発生後1か月未満で消失するが,1か月

以上継続した場合,心的外傷後ストレス障害（PTSD）と診

断される. 

つまり,活動を指揮・命令する側は,部下隊員の活動中

のリスクのみならず,活動後も精神疾患を患ってしまうリ

スクが潜んでいることを認識する必要がある. 

 

 

７．今後の課題 
 

研究上の課題は,分析時における第3者の視点の追加と,

定量的な分析を追加することである.また,本研究ではア

ンケート調査表を作成する際,定性的な分析結果をアンケ

ート調査に用いているため,分析者によって質問内容が違

う可能性もある.そこで,質問項目の検討段階から,複数名

で検討するすることによって,的確なアンケート調査票を

作成できるのではないだろうか.また,本研究のアンケー

ト調査対象人数は11名と少ないため,より多くの人数に対

して調査を実施できれば,個人によって感じ方の違う尺度

を定量的に分析できるのではないだろうか. 

 最後に,本研究の手法を用いることによって,災害を経

験したものだけが有している「暗黙知」を「形式知」と

することができ,また全国で共有できるため,今後の消防

行政にとっても有用な資料とすることができるのではな

いだろうか.  
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また,住民側にも「この辺りは浸水したことがないから

大丈夫」や「ペットがいるから」と言って,避難を拒む事

例が散見されたことから,使命感から消防隊が説得に時間

を要してしまったのかもしれない. 

以上より,救出活動時における弊害として,死ぬかもし

れないという尋常ではない恐怖感から,急性ストレス障害

（ASD）⁹⁾に陥っていた可能性がある.急性ストレス障害

とは,日常生活に支障をきたす強く不快な症状の事である.

急性ストレス障害は発生後1か月未満で消失するが,1か月

以上継続した場合,心的外傷後ストレス障害（PTSD）と診

断される. 

つまり,活動を指揮・命令する側は,部下隊員の活動中

のリスクのみならず,活動後も精神疾患を患ってしまうリ

スクが潜んでいることを認識する必要がある. 

 

 

７．今後の課題 
 

研究上の課題は,分析時における第3者の視点の追加と,

定量的な分析を追加することである.また,本研究ではア

ンケート調査表を作成する際,定性的な分析結果をアンケ

ート調査に用いているため,分析者によって質問内容が違

う可能性もある.そこで,質問項目の検討段階から,複数名

で検討するすることによって,的確なアンケート調査票を

作成できるのではないだろうか.また,本研究のアンケー

ト調査対象人数は11名と少ないため,より多くの人数に対

して調査を実施できれば,個人によって感じ方の違う尺度

を定量的に分析できるのではないだろうか. 

 最後に,本研究の手法を用いることによって,災害を経

験したものだけが有している「暗黙知」を「形式知」と

することができ,また全国で共有できるため,今後の消防

行政にとっても有用な資料とすることができるのではな

いだろうか.  
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１．はじめに 
 
(1) 研究背景 

 近年，気候変動に伴う線状降水帯の発生などによる豪

雨により，日本各地で同時多発的に災害に見舞われる事

態となっている．これまで，大きな被害が発生した被災

地では，当該地域内での共助に加え，外部からの支援を

適切に受け入れる「受援力」の重要性が指摘されてきた
1)．しかし， 2020 年以降の新型コロナウイルス感染症拡

大に伴う地域間での往来制限を踏まえると，その前提が

崩れる恐れがある．同時多発的な災害の発生に加え，感

染症流行が拡大すれば，局所的な災害であっても外部か

らの支援を多く受け入れることが難しくなる．さらには，

南海トラフ地震の発生も危惧されており，広域的かつ甚

大な被害が発生した場合，外部からの支援が得られない

地域が発生する可能性もある．外部からの支援を十分に

受けられない状況下では，被災地域内の人材とどのよう

に連携するかを検討する必要に迫られる．今後は改めて

地域内での相互扶助を見直し，災害時に人々の命と健康

を守るための方策を検討していく必要がある．その際，

地域住民が有する能力を活かせるような方策として考え

ることで，少ない人材でも有効な対応を図る可能性は高

まる．  
例えば，広域激甚災害であった東日本大震災では，避

難所となっていた気仙沼市立浦島小学校において，避難

していた気仙沼市立病院の看護師が唯一の医療従事者と

して避難者の健康を守った事例がある．その看護師はヘ

リでの搬送が必要かどうかの判断，ヘリで救助される順

番，高齢者のケア，慢性疾患患者の相談にのるなどして

いた．また，医療チーム介入時にも状況を説明し，状態

に応じた薬剤の管理も行っていたという2)． 
このように，被災し，避難行動をとった地域住民の中

には，自身が持つ資質を活かして外部支援が整うまでの

期間，重要な役割を果たす可能性がある．先の事例で言

えば，看護職者が避難所でその専門性を活かし，必要な

対応が臨機応変に地域内の共助力で確保されたといえる． 

 これまで，地域主体の防災対策の主な担い手としては，

自主防災組織が想定されてきた．地区防災計画の策定に

おいても，その議論の中心には自主防災組織がある場合

が多い．しかし自主防災組織の役員構成は自治会長を始

めとする地域コミュニティの自治活動に平時から関与す

る住民が多く，結果として高齢化や男女比の偏りなども

指摘されている．これらの取り組みに加え，地域住民で

ありながら自身が持つ専門性による活動が期待できれば，

地域防災の取り組み方にも新たな展開が生じる可能性も

ある． 

 
 (2) 研究目的 

そこで，地域住民でありながら，災害時に地域で活動

する余地がある専門資格を有する人材の現状を明らかに

することを試みる．災害時に地域防災力の一つとなりう

る専門性は，内閣府によって示されている専門ボランテ

ィアの例示をみても多岐にわたる3）．しかし今回は医療

従事者，その中でも看護職者に注目することとする． 

すでに，看護職者の専門性を活かした被災地域内にお

ける取り組みが行われている.看護とは，「個人，家族，

集団，地域を対象として，その人々が本来もつ自然治癒

力（健全さ，力）を発揮しやすいように環境を整え，健
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康の保持・増進，健康の回復，苦痛の緩和を図り，生涯

を通してその人らしく生を全うすることができることを

目的として，専門的知識・技術を用いて身体的・精神

的・社会的に支援する働き」4）である．こうした専門性

を活かすことは，避難生活を少しでも健康に過ごし，命

を繋ぎ止める役割を担う可能性がある．さらに，例示し

た看護師のように，外部からの支援が得られ難い状況と

なった時に地域住民でもある看護職者が，限定的ではあ

れ，その専門性を共助力の一部として活用する可能性も

ある． 

看護職者の就業者数は令和元年に集計された最新の統

計データによると，1,683,295人である 5）．人口 10 万人

対では 1,334人である．さらに，約 71万人いると言われ

ている潜在看護師 6）や，定年退職などにより職について

いないプラチナナースを足すと地方公共団体職員数には

及ばないものの，同等程度の人口規模を有している．ま

た，看護師国家試験の受験資格を満たす看護師学校養成

所における教育である看護基礎教育のカリキュラム改訂

により，2009 年度以降の入学生に対しては災害看護に関

する教育も行われている．それ以前も，学校によっては

災害看護が教授されてきたが，カリキュラムに災害看護

の内容が組み込まれたことで，ますます災害に関する知

識を得た看護職者が増えつつある． 
これらをふまえ，地域内に居住する看護職者が居住地

域における減災活動・災害対応に参画することの可能性

と，地域での連携・活用の方策について検討することを

目的とする． 

 

(3) 研究方法 

 看護職者を対象としたWeb調査を行い，地域防災，災害

対応，復興まちづくり等，災害に関する様々な活動に関

して，参画意向や，活動時の懸念材料等について整理し，

医療機関の職員としてではなく，地域住民の共助力の一

部としての活動可能性について明らかにする．さらに，

当該人材も居住する地区において地区防災計画策定に取

り組む組織のリーダーへのインタビュー調査を行うこと

で，このような専門性を有する人材の活用についての意

向を把握する．これらの結果を踏まえ，実際に地域での

連携・活用を進めるために，どのような方策が必要であ

るのかについても検討する． 

 

 

２.地域住民の看護職者に対する期待 
 

(1) 調査概要 

a) 調査目的 

 事前の減災活動および，事後の災害対応や復旧・復興

活動に地域住民でもある看護職者の参画に期待すること

を明らかにすることを目的に半構造化インタビューを行

った． 

b) 調査対象 

対象地区は，便宜抽出による選定である．当該地区は

2019 年度より地区防災計画の立案に取り組む人工島であ

る．阪神・淡路大震災では，市街地と人工島を結ぶ連絡

道の被災により孤立した経験がある．現在，人工島への

アクセス路は増えているが，再び孤立し外部からの支援

が得られなくなる可能性のある地区である． 

また，看護学部を有する大学が複数存在するほか，先

端医療産業特区であり多くの医療機関を有している．そ

のため，看護職者や看護学生が意識されやすい環境にあ

る．本調査における看護職者の活用を検討しやすい環境

にあるという点で，調査対象とした． 

対象者は対象地域の地区防災対策委員会幹事４名で，

全員男性である．対象地域は人工島であり，1995 年 1 月

17 日に発生した阪神・淡路大震災で孤立，液状化の被害

にあっている．島内には防災について学ぶ学部のある総

合大学が１校，看護学部を持つ大学が２校ある．また，

先端医療産業特区に指定されており，災害拠点病院でも

ある 700 床を超える大病院に加え，複数の医療機関が存

在する． 

c) 調査方法 

 地域において看護職者に活躍してもらう時に地域との

協働は欠かせない．そこで，地域住民の中でも特に地域

における防災活動のリーダーを担っていると考えられる

自主防災組織に所属している住民に対して半構造化での

フォーカスグループインタビューを実施した．インタビ

ュー実施日は 2020 年 12 月で約 1 時間であった．インタ

ビューの内容は①地域における減災活動・災害対応への

備えと，②減災活動・災害対応における看護職者への期

待の２点である．①地域における減災活動・災害対応へ

の備えとしては，災害に対する地域の強みや弱み，住民

の属性，防災意識，自主防災組織の組織体制，取り組み

について聞いている．②減災活動・災害対応における看

護職者への期待としては，地域に住む看護職者への期待，

防災に取り組む看護職者の組織化への期待について聞い

ている． 

 

(2) 調査結果 

a) 地域における減災活動・災害対応への備えの概要 

 阪神・淡路大震災で被災経験のある住民は半分程度と

なり，高齢化も進む地域である．島内の住家は全て堅牢

なマンションであり，地区防災対策委員会では基本在宅

避難の方針を立て，安全・安心な在宅避難を継続するた

めの取り組みが行われている．一部マンションでは，避

難行動要支援者を把握する際のアンケートにおいて，避

難行動を支援できる人および，看護職等の専門能力を有

する人についても聞いている．当該地区では，各マンシ

ョンでも防災の取り組みが行われている．そのため，自

主防災組織では，各マンションでの取り組みを共有し，

地区全体で取り組むべきことを中心に議論を進めている．

また，全地域住民を対象とした防災訓練を企画運営する

ほか，地域内に立地する学校との連携も進めている． 

b) 減災活動・災害対応における看護職者への期待 

 一部マンションでは，看護職等の専門能力を有する人

や支援できる人が把握されている．しかしながら，その

具体的な活用方法や連携については検討されていないこ

とが明らかとなった． 

地域住民が看護職者に対して期待することは「全戸訪

問」「けがの応急処置」「心のケア」であった．主に災

害発生後，特に応急対策期の対応であった．阪神・淡路

大震災後，仮設住宅等での孤立やアルコールの問題が取

り沙汰されたことを例に挙げ，これらの予防のためにも

看護職者の関与が期待されていた．看護職者は病院の中

で働いているイメージが強く，災害時にも災害発生後，

特に応急対策期に行われる救護活動に従事することがイ

メージされていた．一方で，災害発生前に地域の中で活

動することは想定していないことがわかった．そこで，

平時の看護職者の職務として，地域における活動のうち，

地域包括支援センターや保健師など，介護予防や見守り，

健康づくりなどが行われていることなどを紹介した上で，

12



 

 

3 
 

災害発生前に看護職者が関われることはないかについて

あらためて聞いた．すると，在宅避難時に命と健康を守

るための知識の啓発や，地区防災計画策定に女性の参画

が増えることへの期待，また，女性や看護の視点が地区

防災計画策定に加わることへの期待があることが明らか

となった． 

 

(3) 考察 

当該地域は，1995年 1月 17日に発生した阪神・淡路大

震災で被災した地域である．そのため，阪神・淡路大震

災で課題として取り沙汰された孤立やアルコールの問題

などに対処するための「全戸訪問」や「心のケア」に対

する期待があった．また，医療従事者であることや，病

院の中での看護師のイメージを強く持っており，「けが

の応急処置」といった医療的なケアに対する期待がある

ことが明らかとなった．このように，災害発生後の応急

対策期から復旧・復興期での活躍が期待されている． 

 一方で，災害発生前の予防期では看護職者を活用する

具体的なイメージを持ち得ていないことが明らかとなっ

た．しかしながら，女性の参画や健康に関する専門的知

識に対する潜在的なニーズは存在していると考えられる． 

 

 
３.地域在住の看護職者による減災活動・災害対応 

 
(1) 調査概要 

a) 調査目的 

 看護基礎教育を修了した人材が，地域における防災・

減災の活動や，被災時の災害対応についてどのように考

えているのかを明らかにすることを目的にアンケート調

査を実施した． 

b) 調査対象 

 調査対象者は，災害時に居住地域で活躍しうる看護職

者とするため，特定の医療機関等に勤める看護職者では

なく，社会的背景にとらわれない幅広い年代，生活状況，

職務経験のある看護職者とした．そのため，看護協会や

看護大学同窓会へアンケート調査の依頼を行ったが，個

人情報の目的外使用となるため調査許可がおりなかった．

そこで，情報リテラシーによる偏りや，年代の偏りは予

想されるが，幅広い対象者からの回答が得られる web 調

査を実施することとした． 

民間調査会社に登録している 20 歳以上のうち，保健

師・助産師・看護師・准看護師の資格取得者として登録

している登録者のうち民間調査会社に無作為抽出を依頼

し，400名分の結果を回収した．  

c) 調査方法 

民間調査会社へ依頼し web 調査を実施した．2021 年 9

月 27日より調査を開始し，9月 28日に予定数回収のため

終了とした． 

調査内容は，回答者の属性および，減災・復興活動へ

の参加意欲，参加に際しての心理的ハードル，看護職者

一般の貢献可能性である．なお，ここでは，地域におけ

る減災・復興活動への参画意向および，その実現可能性

についてのみ検討を行い，看護職者としての専門的な貢

献可能性については取り扱わないこととする．また，災

害時には多くの看護職者が職場への参集が求められる．

そのため，現在看護の職に就いている人については，職

場への参集が求められない，またはできない状況である

と想定して回答してもらっている． 

 
(2) 調査結果 

a) 回答者の属性 

まず回答者の属性について整理する．取得している資

格について，保健師・助産師・看護師・准看護師は複数

所持（1）していることが多いため，複数回答で聞いてい

る．400 票の回答が得られたうち，回答者の 93.8％が看

護師免許を取得しており，保健師免許を取得している人

が 15.0％，助産師免許を取得している人が 6.3％であっ

た（図１）．また，約９割が女性で，30 代が最も多く，

次いで 40代であった（図２）．経験年数は最小値 0年，

最大値 41 年で，平均 14 年であった．現在，潜在看護師

または，プラチナナースである人は 5.5％で，一度も看

護の職に就いたことがないと回答した人は，そのうち１

名であった． 

勤務経験のある領域について，複数選択にて聞いてい

る．病床数が 20床以上を有する「病院」で勤務経験のあ

る人は 41.8％，病床数が 19床以下または入院施設を持た

ない医院や，訪問看護，介護施設などの「地域医療」で

の勤務経験のある人は 33.0％，保健センターや地域包括

支援センターといった「保健」領域での勤務経験のある

人は 6.5％，「その他」で勤務経験がある人は 6.5％であ

った．本調査において提示した領域のいずれにも該当し

なかった人は 4.5％であった（図３）． 

 災害ボランティアに関する興味・関心があると回答し

たのは 35.3％で，回答者の約半数はどちらともいえない

と回答している．興味・関心がないと回答している人は

18.3％であった．被災経験がある人は 16.3％で，災害支

援の経験を有する人は 7.0％であった． 

 

 
図１．取得資格  

 

 
図２．年代と性別  

 

 
図３．勤務経験  

 

b) 減災活動への参加意欲 

 次に，回答者自身の居住地域における減災活動および

災害対応への参加意欲について整理する． 

「思う」・「やや思う」を「参加意欲あり」とみなす

と，災害発生前の防災・減災の取り組みで「参加意欲あ
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り」が過半数を超えたのは３項目であった（図４）．最

も「参加意欲あり」が多かったのは，「医療施設と地域

での災害対応訓練」で 60.3％であった．２番目に多かっ

たのは「救護所の開設訓練」で 59.0％，３番目は「医療

施設と地域での事前協議」で 52.3％であった． 

地域住民が自主防災組織などで活動をする場合に多く

実施される「避難所運営マニュアル作成」は 35.3％，

「災害への備えに関する啓発活動」では 36.8％が「参加

意欲あり」であった．また，地区防災計画策定時に検討

されることの多い「地域特性に応じた避難所の選定」で

は 38.3％が「参加意欲あり」と回答していた．「参加意

欲あり」の割合が最も低いのは「自主防災組織等への参

加」で 34.3％であった． 

ただし，「思わない」・「あまり思わない」を「参加

意欲なし」とみなした場合，すべての項目でその割合は

４割以下である．特に「参加意欲あり」で最も割合が高

かった「医療施設と地域での災害対応訓練」では「参加

意欲なし」の回答は 12.5％である．  

 

 
図 ４．減災活動への参加意欲  

 

c) 災害対応への参加意欲 

災害発生後の応急対策期から復旧・復興期に想定され

る活動に対しては，多くの回答者が参加意欲を示してい

る(図５)．特に「救護所での活動」は 72.8％，「けが人

の応急処置」は 72.3％が「参加意欲あり」と回答してお

り，７割を超えている．また，「避難者の健康管理」は

64.0％，「健康状態管理の巡回」は 59.5％と，約６割が

「参加意欲あり」と回答している．被災地において重要

とされる被災者への「心のケア」については，最も多く

の人が「思う」と回答している． 

 

 
図５．災害対応への参加意欲 

 最も「参加意欲あり」が少なかったのは「お茶会や足

湯などの企画・運営」で 36.8％であった．「ボランティ

アの要請や調整」についても「参加意欲あり」は 40.0％

という結果となった．また，「参加意欲なし」が多かっ

たのは「避難所運営本部の業務」が 27.5％，「お茶会や

足湯などの企画・運営」では 29.0％と約３割にのぼって

いる．  

d）減災・復興活動参加における心理的ハードル 

先述の通り，多くの回答者が参加意欲を示しており，

特に復興のフェーズにおける活動に対する参加意欲が比

較的高い．また，災害ボランティアに興味・関心がある

と回答した人は約３割である．しかし，実際に災害支援

活動への参加経験がある人は１割未満であり，被災後の

様々な活動に参加したいという思いを抱きながらも，実

現していないのが現状である．被災地が身近にない，と

いう理由も想定されるが，それ以外の参加できない理由

の所在について回答結果を整理することで分析を試みる

(図６)． 

「思う」・「やや思う」と回答している人は，「支援

体制が必要だ」で 93.0％，「保険などによる補償が必要

だ」で 85.0％と８割を超えていた．さらには「地域より

も自分や家族のことを大事にしたい」，「活動への継続

的な参加を強制されたくない」についても 77.3％が「思

う」・「やや思う」と回答している．さらには「思う」

という回答はそれぞれ３割強ではあるが，「活動内容が

自分にもできるものなのか不安だ」「技術や知識に不安

がある」「時間がない」についても「思う」・「やや思

う」と回答しているのは，それぞれ 74.0％，73.5％，

71.0％と７割を超えている． 一方で，「誘われれば参加

してみたい」に対して「思う」・「やや思う」との回答

は 49.0％存在するほか，「看護職と知られたくない」は

38.5％である．  

 

 
図６．心理的ハードル 

 

また，居住地域での災害に係る地域活動に参加するに

は，どのような環境整備が必要であると考えるかについ

ての自由記述回答を整理する． 

勤務先の理解と協力が得られることが必要であるとす

る意見が多かった一方で，参加の呼びかけや活動内容の

明確化を求める意見も多く見られた．また，「看護職の

責務として参加したいが実現できない」という類の回答

も多い．各質問項目に対する結果からも示されているが，

参加のハードルを下げるための方策の必要性がうかがえ

る結果となっている．さらに，参加のハードルを下げる

方策として次の 5点が提案された． 

① 職場や行政からの派遣や依頼など，参加する際の立

場を保証しておくこと 

② 勉強会や研修を受けられることや，マニュアルや医

師の指示，経験者等とペアでの活動など未経験によ
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る不安への支援 

③ 社会として地域での活動を支援する仕組み 

④ 災害支援活動参加者へのメンタルヘルス支援 

⑤ 知人や参加者からの勧誘や，具体的な活動内容など

を知る機会 

これらの支援や対策を行うことは，看護職者が居住地

域における減災活動や災害対応に安心して参画すること

ができる環境づくりとして，重要であることが示唆され

た． 

 

 

４. 減災復興活動参加における看護職者の思い 
 

回答は現役の看護職者からのものが多いこともあり，

平時の業務もしくは所属先との連携が必要であったり，

自身の専門性に近い役割に関しては参加意欲が比較的高

い傾向がみられることになった．特に災害発生後につい

ては傷病者の発生など様々な健康被害が想起されること

もあり，それらの活動については看護職者としての専門

性を発揮しやすいと考えていることが推察できる．自ら

の専門性に近い医療に関わる活動に対して参加意欲を示

す傾向が見られているが，感染症拡大防止の対応や，避

難生活の継続による体の不調への対応に関して，これま

での被災地では外部支援に多くを頼る部分もあったが，

地域内の看護職者がその役割を一部であっても担える可

能性が示唆された．「心のケア」については，地域住民

から看護職者への期待にも応えうる結果である．回答者

の専門性と若干異なる部分があるかもしれないが，普段

の業務が病気や怪我の人に寄り添うという看護職の特徴

が反映された結果となっている． 

一方で，地域防災の重要な担い手として期待される自

主防災組織そのものへの参画に対しては，看護職者とし

てはあまり参加意欲が高くないという結果が得られた．

事前に地域で取り組まれる各種の減災活動よりも，災害

発生後に被災地で進められる被災者支援や復興に向けた

取り組みの方が活動への参加意欲が比較的高いことが示

された．ただし，すべての項目で「参加意欲なし」の割

合は４割以下である．特に「医療施設と地域での災害対

応訓練」では現役の看護職者であっても，地域における

減災に向けた取り組みに関し，その内容如何では参加を

促せる可能性が明らかとなった．とはいえ，事前・事後

で共通するのは，看護職者としての普段の業務や専門性

に関係する活動に関しては参加意欲が高く，例えばお茶

会のように被災地でしばしば取り組まれるものの，その

イメージおよび果たす役割を想像しにくいような取り組

み，さらに地域で継続的に参画を求められるような活動

に対しては参加意欲が低くなる傾向があるという結果と

なった．本調査における回答者の多くは現職の看護職者

であり，継続的に地域で活動に参加することができない

という理由が推察されるのに加え，具体的な活動内容を

想像することが難しいこと，さらには自身の専門性とは

異なる役割を担うことになるという懸念が，このような

回答につながっていると考えられる．事前の減災対策に

関する活動と同様，看護職者の専門性をどのように発揮

できそうかという点が参加意欲に影響を与えていること

がうかがえる結果となった．  

参加意欲を示す人々を実際に減災・復興活動へ招き入

れるためには，活動への参画が自身や家族の生活にもた

らす影響についても懸念があることがうかがえる．また，

地域での減災活動や災害後の支援活動は，これまでにも

できる人ができることをやる，という活動の積み上げに

よるものが大きい．しかし，実際に活動を経験していな

い場合には，活動へ参画することへの不安があることが

うかがえる結果となった．このように，活動をする際の

環境を整えること，自分自身や家族の生活との両立がで

きるようなバランスを取ること，そして活動参画への不

安を取り除くことが必要であることが明らかとなった． 

先の活動へ参画することの不安に関する回答を踏まえ

ると，地域活動もしくは被災後の各種活動への参画につ

いては，看護職者の意思に委ねるだけでなく，参加のハ

ードルを下げるための方策を講じることで，その可能性

を向上させることができることが明らかとなった． 

結果で示した通り，参加のハードルを下げる方策とし

て回答者から５点提案された．１つ目の「職場や行政か

らの派遣や依頼など，参加する際の立場を保証しておく

こと」については，事前に地域内の医療機関と行政での

協定や，行政や社会福祉協議会による登録制度などによ

る人材の獲得や派遣といった制度設計を進めていくこと

が可能である．都道府県・市町村や，社会福祉協議会で

は復興過程にある被災地に限らず，登録制度を持ってい

るところもある．社会福祉協議会では看護職のような，

専門能力に関する取得資格を登録する書式となっている

ところもある．また，佐賀県武雄市 7）のように，被災地

における災害時保健活動のボランティアを募集している

市町もある．未災地であっても，厚木市 8）のように，看

護職者の災害時ボランティア事前登録を行なっている市

町もある．２つ目の「勉強会や研修を受けられることや，

マニュアルや医師の指示，経験者等とペアでの活動など

未経験による不安への支援」については，受け皿が用意

できれば運営を検討していくにあたり，実現することが

可能である．また，３つ目の「社会として地域での活動

を支援する仕組み」では，熊本県益城町で行われている

災害ボランティアポイント制度 9）のような制度設計も一

つの方策となりうる． 

 

 

５.在住看護職者による減災・復興活動の可能性 
 

(1)年代による活用 

 多くの看護職者にとって復興活動への参画は，時間確

保に対する困難感・負担感があり，さらに，活動内容に

対する不安がある．そのため，一歩を踏み出せないでい

ることがここまでで明らかとなった．しかし，こういっ

た時間を確保することの困難さや活動に対する不安は，

年代によっても異なることも考えられる．そこで，年代

間での意識の違いについて整理する． 

 多くの職業がそうであるように，看護の職能もまた現

任教育が行われ，その専門分野に関する知識や技術を習

得していく．つまり，経験年数が増すほどに，その職能

は向上していく．そのため，年代が下がるほどに「技術

や知識に不安がある」という設問に対して「思う」・

「やや思う」との回答が多い結果となっている(図７)．

特に，20 代・30 代にその傾向は顕著で，それぞれ「思

う」・「やや思う」と回答しているのは 92.0％，82.8％

である．40代・50代では 60.6％，58.0％と６割前後とな

り，60代では 41.7％まで減少する． 

一方で，「思わない」・「あまり思わない」の回答は

20 代・30 代では 2.7％，8.3％と 1 割を下回るが，40 代
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以上になっても２割を超えることはない．災害看護教育

が進められつつあり，被災地への派遣経験がある看護職

者も一定数はいるものの，平時とは異なる環境であった

り，平時であっても所属先とは異なる地域での活動に際

しては，こういった不安感があることがわかる．ただし，

世代が上がるごとにその割合は低くなるため，例えば手

始めに 40代以上の看護職者の参画を促すことなどが対応

策として考えられる結果となった． 

 

 
図７．技術や知識に不安がある 

 

また，「地域よりも自分や家族を大事にしたい」に対

して「思う」・「やや思う」と回答している人は 20代・

30代では 81.3％，86.2％と８割以上を占めている．一方，

50 代以上では 59.4％，58.3％と約６割まで減少する(図

８)．ただし，「思わない」・「あまり思わない」という

回答が増えるのではなく，どちらでもないという回答が

増えている．このことから，50 代以上では地域よりも自

分や家族を大事にしたいというよりも，“地域も自分や

家族も大事にしたい”と考える傾向があることがうかが

える．この世代は子育てがひと段落する場合も多いとい

う点からも，今まで家族のために使われていた時間が，

それ以外の活動へも差し向けられる可能性を持ち始めて

いる傾向があると考えられる．また，50 代とは定年退職

を控えた年代でもある．これまで獲得してきた職能は，

職場において活かされてきた．しかし，退職を契機にそ

の職能が活かされる場所が１つ減ることになる．そこで，

その職能を活かす場が地域へと向かうということも考え

られる． 

 

 
図８．地域よりも自分や家族を大事にしたい  

 

 多くの人が時間的負担を感じている一方で，誘われれ

ば参加してみたいと考えている人は全体で半数近く存在

する(図７)．つまり，全ての世代にとって，参加のきっ

かけを適切に作ることができれば，一定数の看護職者は

その活動に参画する可能性を秘めている．図４・５でも

示したとおり，看護職者が自身の居住地域における減災

への取り組みや，被災後の活動に参画する意向はそれな

りに存在する．そこで，「誘われれば参加してみたい」

との回答に世代間の違いがあるのかについて整理する． 

その傾向に大きな差は見られないが，50 代においては

「思う」・「やや思う」が６割弱となった．図８で示し

た結果と合わせて考えると，看護職者としての経験がお

よそ 30年を超え，家庭環境にも余裕が出てきた世代に対

して，適切な契機があれば地域での活動への参画が促さ

れる可能性が重ねて示唆される結果となった． 

 

 
図９．誘われれば参加してみたい  

 

(2)男女による参加意思の違い 

看護職者には女性が多いが，近年男性の看護職者は増

加傾向にある．今回の調査においても 49票（12.3％）の

男性看護職者から回答を得ている．ここでは限定的な分

析にはなるものの，参加意思に関する男女による違いを

整理する． 

a）減災活動への参加 

図４で示したように，地域の平時からの減災活動への

参加意思については，「自主防災活動等への参加」に関

して「思う」・「やや思う」と回答した割合が最も低く

なっている．ただし，男女別で整理してみると，男性の

場合「思う」・「やや思う」と回答した割合が 57.1％と

過半数を超える（図１０）．これは次に回答割合が低か

った「避難所運営マニュアルの作成」についても同様の

傾向にあり，「思う」・「やや思う」と回答した割合は

51.0％であった（図１１）．特に，「自主防災組織等へ

の参加」では全体の結果と同様に「思う」・「やや思う」

の割合が女性の場合は最も低い．しかしながら，男性で

は「思う」・「やや思う」の割合の多い順序に並べてみ

ると，10 項目中６番目である（図１２）．「思う」の割

合は全体の結果と同様に少ないが，「やや思う」と回答

している人が多い結果となった．男性においても積極的

に参加したいと考えられているとは言い難いが，男性の

方が参加の可能性が高いことが明らかとなった． 

地域で看護職者の参画を検討する際には，自主防災組

織である地区防災対策委員会幹事へのインタビューでも

そうであったように，従来のイメージで女性看護職者を

想定してしまうことも多いと思われる．しかし，男性看

護職者の存在を意識することで，より多くの参画が得ら

れる可能性の存在も示唆された． 

 

 
図１０．自主防災組織等への参加 

 

 
図１１．避難運営マニュアルの作成 
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図１２．男性の減災活動参加意欲 

 

       

b）災害対応への参加 

 図５で示したように，災害発生後の応急対策期から復

旧・復興期にかけた災害対応への参画意思については，

「思う」・「やや思う」を「参加意欲あり」とすると

「参加意欲あり」の割合が半数を超えた項目は 22項目中

15 項目であった．災害発生前の減災活動と比較すると，

災害発生後の活動に対して全体的に参加意欲が高い結果

であるが，とりわけ男性では 20項目とほとんどの項目で

「参加意欲あり」の割合が半数を超えている．「参加意

欲あり」の割合が半数に満たない項目は「患者受け持ち」

と「健康体操等の保健活動」の２項目である（図１３）． 

女性で「参加意欲あり」の割合が半数に満たなかった

のは「患者受け持ち」「見守り活動」「健康体操等の保

健活動」「各戸訪問」「避難生活における健康教室」

「避難所運営本部の業務」「ボランティアの要請や調整」

「お茶会や足湯などの企画・運営」の８項目である（図

１４）．このように，災害発生後においても男性と女性

で比較すると，男性の方が多くの活動に対して参加意欲

を示す傾向が明らかとなった． 

さらに，「患者受け持ち」および「健康体操等の保健

活動」の２項目については男女共に「参加意欲あり」の

割合が低く，参加の可能性が高くないことが明らかとな

った． 

 

 
図１３．男性の災害対応参加意欲 

 

 
図１４．女性の災害対応参加意欲  

 

 

６．まとめ 
 

 地域住民は看護職者が居住地域の減災活動や災害対応

へ参画することに期待をしている一方で，看護の専門性

をどのように活用しうるのかについては限定的に捉えら

れていることが明らかとなった．看護の専門性を医療的

ケアや患者に寄り添う看護のイメージとして捉えており，

応急救護や心のケアといった活動に対する期待があげら

れていた．看護職者もまた地域住民と同様に，自身の専

門性を発揮できる場面として，応急救護や心のケアがイ

メージされていた．また，「看護職の責務として参加し

たいが実現できない」という気持ちを持っていることも

明らかとなった．これは先行研究 10-12）でも明らかにされ

ており，同様の意見が本調査においても見られた． 

地域活動，もしくは被災後の各種活動への参画につい

ては，看護職者の意思に委ねるだけでなく，参加のハー

ドルを下げるための方策を講じることで，その可能性を

向上させることができる可能性が示された．災害ボラン

ティアポイントのような社会として支援するような仕組

みや，登録制度を用いた研修などによる技術・知識の提

供および活動内容の開示や勧誘は，参加のハードルを下

げる要因となりうることが示された． 

 現在，看護教育の現場においては災害看護教育が進め

られつつあり，被災地での活動への理解が進むほか，被

災地への派遣経験がある看護職者も多くはないものの存

在する．しかし，平時と異なる環境であったり，平時で

あっても所属先とは異なる地域や環境における活動に際

しては，不安を感じていることが明らかとなった．ただ

し，世代が上がるごとにその割合は低くなる．それらを

踏まえ，看護職者の地域での活動への参画を促すために

は 50代以上の世代に対してアプローチをすることが方策

の一つとして考えられる． 

また，地域として看護職者の参画を検討する際には，

従来のイメージで女性看護職者を想定してしまうことも

多いと思われるが，男性看護職者は女性の参加意欲が低

い活動に対しても，高い活動意欲が見られた．男性看護

職者の存在を意識することで，より多くの参画が得られ

る可能性も示唆された．  

本調査においては，広く保健師・助産師・看護師・准
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看護師の資格取得者に対して意見を聞いているが，潜在

看護師やプラチナナースからの回答は多くはなかった．

災害発生時，看護の職についている多くの看護職者は，

職場への参集が求められるなど，居住地域に滞在するこ

とが叶わない場面が想定される．しかし，本研究におい

ては，居住地域において災害対応へ参画できる可能性の

高い人たちの意見が十分には反映されていない．今後，

潜在看護師の実態把握および，方策の検討を進めていく

ことも必要である．また，1992 年に施行された「看護師

等の人材確保の促進に関する法律」により，看護系大学

は増加の一途をたどっている 13）．少子高齢化が進んでは

いるが，看護を学ぶ学生は増えている．こうした，学生

の力を居住地域で発揮してもらう方策についても検討が

必要である． 

さらなる検討として，看護職以外の専門的な資質をも

つ住民の活用についても検討が必要である．専門的な知

識や技術を持つ住民は看護職者や看護学生だけではない．

保育士や建築士など，さまざまな技能を持つ住民が地域

には存在している．そうした，地域の中に存在する潜在

的な力を災害時に発揮してもらえるような方策について

も検討が進められていく必要がある． 

 

 

補注 
  

（1）保健師および助産師の免許取得には，看護師国家試験の受

験資格を得るための教育課程である看護基礎教育を修了してい

る必要がある．そのため，看護師免許と同時に保健師免許・助

産師免許を取得していることがある．2007 年の保健師助産師看

護師法改正により，保健師免許・助産師免許の付与要件が変更

され，看護師国家試験の合格実績が必要となった．そのため，

2007 年以前に保健師免許・助産師免許を得た者については，看

護基礎教育は受けているものの看護師免許や看護師国家試験の

合格実績がない者も存在する 14）．  
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   In the field response related to public civil engineering facilities immediately after the occurrence of a disaster, it is 
significant to clarify how the government made the situation judgment and how the decision-making for the first aid 
response was made in the assembly of the on-site response system for a large-scale disaster in the future. In this paper, 
based on the results of the Wakayama Prefecture survey of the 2011 Kii Peninsula Flood Disaster, we will promote 
efforts to establish efficient on-site response management by extracting common or different issues by comparing them 
with similar surveys conducted in Tochigi Prefecture, which was severely damaged by the Reiwa 1 East Japan Typhoon 
Disaster. 
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１．はじめに 
 
 災害発生直後における公共土木施設関連の現場対応で

は，被害を拡大させないこと，救助・救援あるいは緊急

物資・機材の輸送のためのルートを確保することなどが

課題となるが，これらの課題を速やかに解決するために

は，行政による現場の状況把握や判断が重要である．そ

のため，様々な災害事例から災害復旧の状況を検証し，

現場状況の判断や応急対応に向けた意思決定がどのよう

な状況で行われたかを明らかにすることは，今後の南海

トラフを震源とした巨大地震を踏まえた災害復旧の現場

対応システムを組み立てる上でも意義がある． 
太田ら1)は2011年9月に発生した紀伊半島大水害におけ

る公共土木施設の災害復旧について検証するため，和歌

山県の出先機関として災害復旧を担当する所属の長の役

職である建設部長を対象としてアンケート調査及びヒア

リング調査を実施した．そこで災害復旧の現場対応にお

ける課題の抽出を試み，今後の災害対策に活かされるべ

き現場対応の特徴を検討したところ，現場対応において

適切な状況判断や意思決定を行うためには本課と出先機

関の関係性が重要であることが明らかとなった．そのた

め，公共土木施設災害復旧を担う組織形態として，振興

局制度と土木事務所制度を比較検討することは極めて重

要であると考える． 
本稿では，和歌山県調査の結果を踏まえ，2019年に発

生した東日本台風により甚大な被害2), 3)を受けた栃木県に

おいて同様の調査を実施し，両県の調査結果を比較する

ことにより，共通の課題，または相違する課題を抽出し，

効率的な現場対応マネジメントの確立に向けての取り組

みを推進するものである． 
 
 

２．既往研究 
 
 災害対応のマネジメントに関する既往研究としては以

下の通り整理できる． 
 まず，災害対策本部のマネジメントに関し，近藤らは

ICS（Incident Command System）(1)の「目標による管理

(Management by Objective)」の視点からその組織・体制や

運営・機能を分析4), 5)し,蛭間ら6)は新潟県において組織の

分化によって危機的環境に適応した事例を紹介している．

また，緊急・応急対応時の人的運用に関し，被災自治体

への人的支援として受援側，支援側の双方から様々に研

究されている．7),  8), 9)  
 次に災害対応マネジメント力の向上に関し，土木学会

建設マネジメント委員会10)では東日本大震災における東

北地方整備局の対応を例として，被災市町村への広範な

資機材の緊急支援について取りまとめている．また消防

庁11)では危機管理における市町村長の責任や心構えなど
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についてまとめている． 
 これらの既往研究では組織全体のマネジメントに着目

しているが，現場で発生する課題等の解決までの過程に

関して議論が不十分であると考えられる． 
 一方，災害復旧における現場対応について研究したも

のとして，永松ら12)は東日本大震災での南三陸町を事例

として，応援職員の組織運営の状況を研究している．加

知ら13)は九州北部豪雨災害を事例として，地方自治体と

地元建設企業との効率的な協力体制を構築していくため

の課題を整理するなど，災害対応における建設業の役割

を評価するにあたり，地方自治体との関係性を研究項目

としている事例14), 15)が見られる．また，藤原ら16)は道路

法面災害の応急復旧について検討しているが，実務者向

けに復旧工法を提示したものであり，現場対応のマネジ

メントについて検討されたものではない．さらに有田ら
17)は大規模災害時には被害の多様な様態に対応する必要

があることから，災害現場において得られた経験情報の

中から記録して残すべき情報を「現場知」として継続的，

組織的に収集・整理することを提案している．また，山

本ら18)は2016年熊本地震における自治体技術職員の応急

対応業務を整理し，外部支援者の協力の必要性を提示し

ているものの，自治体の出先機関における災害対応につ

いて組織マネジメントの視点での議論が不十分である． 
 
 
３．和歌山県調査の成果 1) 
 

現場における災害対応の課題を抽出することを目的と

し，和歌山県において公共土木施設の災害復旧事業を担

当する出先機関の長として，振興局建設部長を対象者と

し，建設部長当時の状況判断や意思決定過程等に焦点を

あて，アンケート及びヒアリング調査を行った．アンケ

ート調査は 2011 年紀伊半島大水害以降に振興局建設部長

を経験した 32 名のうち，すでに退職した 25 名を対象と

して調査票を発送し，19 名から回答を得た．また，ヒア

リング調査はアンケート調査で回答を得た方から 5 名の

方を抽出し実施した．調査の成果は以下のとおりである． 

 

(1) アンケート調査 

 災害復旧業務が大量に発生した大災害時の現場では，

建設部長（建設部という組織のトップ）として，人員や

資機材など現有資源の中で何ができるか，何をするべき

かということへの思いが強く，年月が経過しても印象に

残っていることが分かった．また，建設部内，特に人員

に関する意見が多く．「特定の職員に対する業務の集中」

「災害時の組織・人員体制に無理がある」あるいは「応

援の人選と（被害の大きい地域に派遣する職員が）抜け

たあとの対応」などの課題が指摘されており，これらは

組織マネジメントに関わる意見としてとらえることがで

きる． 
 また，アンケートの回答の詳細項目を消防庁が提示す

る危機管理の要諦 11) に沿って整理し，建設部長が災害対

応において必要とされる 5 つの要素を抽出した．一つ目

は社会生活を一刻も早く回復するということで「時間

（スピード）」を気にかけている．二つ目は他組織との

協力や良好な関係性を確保するということで，平常時以

上に「コミュニケーション」を大切にしている．三つ目

は情報の収集から活用，あるいは過去の経験なども含め

「情報（インフォメーション）」が災害対応には重要で

ある．四つ目は二次災害や再度災害の防止，早期の社会

生活の回復のための段階的な対応など復旧対策の「計画

（プランニング）」において配慮すべき事項が多い．五

つ目は地元関係者に対する「説明（プレゼンテーショ

ン）」において，しっかりと理解してもらえるように工

夫や努力が必要である． 

これら 5 つの言葉（スピード，コミュニケーション，

インフォメーション，プランニング，プレゼンテーショ

ン）は重大な意思決定や迅速な行動のきっかけとなり災

害対応時に必要な要素としてとらえることができる． 

 さらに，他の組織からの意見で役に立った（あるいは

困った）と思うことを聞く質問への回答で，役に立った

として挙げられた組織が「建設業界」であり，一方困っ

たとして挙げられた組織は「本課」とされていることか

ら本課と建設部の関係について検証する必要があると指

摘された． 
 

(2) ヒアリング調査

アンケート調査の結果を踏まえて行ったヒアリング調

査では，災害対応時における本課と建設部の関係性を中

心に調査し，建設部あるいは建設部を指揮する建設部長

を取り巻く状況として，次の 4 つの特徴が整理された． 

① 平常時と非常時で建設部長の意識に変化が現れた結

果，建設部の本課に対する立場が変化した．これは

建設部が，平常時の本課の指揮の下で現場対応する

立場から，非常時には本課に対し意見する立場に変

化したと言える． 

② 建設部長が地元対応においても本課との協議におい

てもコミュニケーションの要となった．そのため建

設部長本人が早期復旧に向けたしっかりとした信念

をもたなければいけない． 

③ 建設部長の認識として，リエゾンは組織の中に入り

込んで現状をしっかりと上に伝えてもらい，支援に

来てくれる人は自分たちの組織とは別行動により，

業務をそっくり引き取ってほしい． 

④ 現場における即座の判断を助けるために，地域ステ

ークホルダーを含む多くの方の経験を活用する環境

が必要である． 

 

 

４．栃木県と和歌山県の比較 
 

(1) 組織の比較 
 災害復旧における現場対応を検討するにあたり，その

執行体制を把握することは極めて重要である．図 1 に栃

木県と和歌山県の県庁組織の概要を示す．現場で公共土

木施設の災害復旧を担当する出先機関として，栃木県で

は土木事務所，和歌山県では振興局制度をとっている．

各々の特徴として，土木事務所の場合は本庁県土整備部

の指揮下に位置づけられており，道路行政，災害復旧行

政といった個別の行政課題に対して，本庁と出先機関の

連携が図られやすいと考えられる． 
一方，振興局制度の場合，地域における知事権限の一

部が分掌されているため，農林行政や福祉行政など異な

る行政課題への対応において地方組織における関係機関

の連携が図られやすいと考えられる．和歌山県の場合も

かつては土木事務所制度をとっていたが，平成 10 年の組

織改正により従来の土木事務所を振興局建設部と改めた． 
 

 

20



 

2 
 

についてまとめている． 
 これらの既往研究では組織全体のマネジメントに着目

しているが，現場で発生する課題等の解決までの過程に

関して議論が不十分であると考えられる． 
 一方，災害復旧における現場対応について研究したも

のとして，永松ら12)は東日本大震災での南三陸町を事例

として，応援職員の組織運営の状況を研究している．加

知ら13)は九州北部豪雨災害を事例として，地方自治体と

地元建設企業との効率的な協力体制を構築していくため

の課題を整理するなど，災害対応における建設業の役割

を評価するにあたり，地方自治体との関係性を研究項目

としている事例14), 15)が見られる．また，藤原ら16)は道路

法面災害の応急復旧について検討しているが，実務者向

けに復旧工法を提示したものであり，現場対応のマネジ

メントについて検討されたものではない．さらに有田ら
17)は大規模災害時には被害の多様な様態に対応する必要

があることから，災害現場において得られた経験情報の

中から記録して残すべき情報を「現場知」として継続的，

組織的に収集・整理することを提案している．また，山

本ら18)は2016年熊本地震における自治体技術職員の応急

対応業務を整理し，外部支援者の協力の必要性を提示し

ているものの，自治体の出先機関における災害対応につ

いて組織マネジメントの視点での議論が不十分である． 
 
 
３．和歌山県調査の成果 1) 
 

現場における災害対応の課題を抽出することを目的と

し，和歌山県において公共土木施設の災害復旧事業を担

当する出先機関の長として，振興局建設部長を対象者と

し，建設部長当時の状況判断や意思決定過程等に焦点を

あて，アンケート及びヒアリング調査を行った．アンケ

ート調査は 2011 年紀伊半島大水害以降に振興局建設部長

を経験した 32 名のうち，すでに退職した 25 名を対象と

して調査票を発送し，19 名から回答を得た．また，ヒア

リング調査はアンケート調査で回答を得た方から 5 名の

方を抽出し実施した．調査の成果は以下のとおりである． 

 

(1) アンケート調査 

 災害復旧業務が大量に発生した大災害時の現場では，

建設部長（建設部という組織のトップ）として，人員や

資機材など現有資源の中で何ができるか，何をするべき

かということへの思いが強く，年月が経過しても印象に

残っていることが分かった．また，建設部内，特に人員

に関する意見が多く．「特定の職員に対する業務の集中」

「災害時の組織・人員体制に無理がある」あるいは「応

援の人選と（被害の大きい地域に派遣する職員が）抜け

たあとの対応」などの課題が指摘されており，これらは

組織マネジメントに関わる意見としてとらえることがで

きる． 
 また，アンケートの回答の詳細項目を消防庁が提示す

る危機管理の要諦 11) に沿って整理し，建設部長が災害対

応において必要とされる 5 つの要素を抽出した．一つ目

は社会生活を一刻も早く回復するということで「時間

（スピード）」を気にかけている．二つ目は他組織との

協力や良好な関係性を確保するということで，平常時以

上に「コミュニケーション」を大切にしている．三つ目

は情報の収集から活用，あるいは過去の経験なども含め

「情報（インフォメーション）」が災害対応には重要で

ある．四つ目は二次災害や再度災害の防止，早期の社会

生活の回復のための段階的な対応など復旧対策の「計画

（プランニング）」において配慮すべき事項が多い．五

つ目は地元関係者に対する「説明（プレゼンテーショ

ン）」において，しっかりと理解してもらえるように工

夫や努力が必要である． 

これら 5 つの言葉（スピード，コミュニケーション，

インフォメーション，プランニング，プレゼンテーショ

ン）は重大な意思決定や迅速な行動のきっかけとなり災

害対応時に必要な要素としてとらえることができる． 

 さらに，他の組織からの意見で役に立った（あるいは

困った）と思うことを聞く質問への回答で，役に立った

として挙げられた組織が「建設業界」であり，一方困っ

たとして挙げられた組織は「本課」とされていることか

ら本課と建設部の関係について検証する必要があると指

摘された． 
 

(2) ヒアリング調査

アンケート調査の結果を踏まえて行ったヒアリング調

査では，災害対応時における本課と建設部の関係性を中

心に調査し，建設部あるいは建設部を指揮する建設部長

を取り巻く状況として，次の 4 つの特徴が整理された． 

① 平常時と非常時で建設部長の意識に変化が現れた結

果，建設部の本課に対する立場が変化した．これは

建設部が，平常時の本課の指揮の下で現場対応する

立場から，非常時には本課に対し意見する立場に変

化したと言える． 

② 建設部長が地元対応においても本課との協議におい

てもコミュニケーションの要となった．そのため建

設部長本人が早期復旧に向けたしっかりとした信念

をもたなければいけない． 

③ 建設部長の認識として，リエゾンは組織の中に入り

込んで現状をしっかりと上に伝えてもらい，支援に

来てくれる人は自分たちの組織とは別行動により，

業務をそっくり引き取ってほしい． 

④ 現場における即座の判断を助けるために，地域ステ

ークホルダーを含む多くの方の経験を活用する環境

が必要である． 

 

 

４．栃木県と和歌山県の比較 
 

(1) 組織の比較 
 災害復旧における現場対応を検討するにあたり，その

執行体制を把握することは極めて重要である．図 1 に栃

木県と和歌山県の県庁組織の概要を示す．現場で公共土

木施設の災害復旧を担当する出先機関として，栃木県で

は土木事務所，和歌山県では振興局制度をとっている．

各々の特徴として，土木事務所の場合は本庁県土整備部

の指揮下に位置づけられており，道路行政，災害復旧行

政といった個別の行政課題に対して，本庁と出先機関の

連携が図られやすいと考えられる． 
一方，振興局制度の場合，地域における知事権限の一

部が分掌されているため，農林行政や福祉行政など異な

る行政課題への対応において地方組織における関係機関

の連携が図られやすいと考えられる．和歌山県の場合も

かつては土木事務所制度をとっていたが，平成 10 年の組

織改正により従来の土木事務所を振興局建設部と改めた． 
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(2) 地勢等の比較 

 栃木県と和歌山県の自然環境，社会環境に関するデー

タを比較したものが表 1 である．栃木県は和歌山県に比

して面積が 1.4 倍，人口が 2 倍強であり，可住地面積で

1.3 倍と平坦な土地柄であることが推定できる．年間降水

量では，紀伊半島は全国でも有数の多雨地帯として知ら

れているが，県都宇都宮市と和歌山市の比較では宇都宮

市の方がやや多いようである．一方，年平均気温では和

歌山県の方が温暖であることがわかる． 
 行政では，和歌山県の方が年間予算に比して土木費や

災害復旧費の占める割合が多くなっている．また，図 2
に予算（当初予算，土木費，災害復旧費）の経年変化を

示す．県全体の予算では栃木県が和歌山県を上回ってい

るが，土木費では同程度の予算規模で推移し，災害復旧

費では 2020 年を除けば和歌山県が上回っていることがわ

かる． 
 また，地勢図の比較（図 3）から，栃木県の場合は北

西の山岳部から南東に向かってなだらかに地形が変化し

ているのに対し，和歌山県では山地が海岸線まで迫り，

小河川沿いに小さな平地が分布していることがわかる． 
 こうした環境の違いが災害対応の状況にも少なからず

影響を与えるものと考えられる．具体的には栃木県の場

合，河川形状が県庁所在地である宇都宮を境にして北部

は堀込河川，南部は築堤河川という特徴を持ち，雨の降

り方によって広範な地域ごとに土砂災害，河川の氾濫，

堤防決壊などといった災害の形態に特徴が表れるのに対 
し，和歌山県では地域ごとに多種多様の災害が表れると

ともに，全域で大雨となった場合は多くの孤立集落が発

生するという特徴がある． 
 

 

５．2019 年東日本台風災害の概要と栃木県の被害 
 

(1) 東日本台風の気象状況 2) 
 2019年東日本台風（台風19号）は10月6日に発生し，

10 月 12 日 19 時に伊豆半島に上陸し，東海から関東全域，

東北地方の太平洋側の広い範囲に大雨をもたらし，甚大

な被害が発生した．栃木県では 12 日の昼前から本格的に

振り出した雨が 15 時頃から強い雨，夕方から激しい雨と

なり，23時頃まで続いた．県内には12日 19時 50分から

13日 2時 20分まで大雨特別警報が発表され警戒にあたっ

た．県内各地で 11 日から 13 日にかけて総雨量が多いと

ころで400～500mmの大雨となり，10月の月平均降水量の

2 倍以上と言われた．図 4 に台風の経路と積算降水量分

布，図 5 に宇都宮市の時間雨量の推移を示す． 

 

(2) 地域ごとの被害の概要 3) 

表 2 に栃木県における地域（土木事務所の管轄エリア）

ごとの雨量と被害の概要を，また図 6 に土木事務所の管

轄エリアとアメダス観測所の位置を示す．図 3 に示した

地勢を踏まえて表 2 を見ると，北西の山間部で降った大

雨により，中南部の公共土木施設や家屋に大きな被害を

もたらしたことがわかる．特に被害の大きかった地域と

しては鹿沼土木事務所管内と安足土木事務所管内があげ

られ，河川堤防の決壊や鉄道橋の流失などの甚大な被害

が発生した．一方，他の地域に比して被害の小さかった

地域としては真岡土木事務所管内があげられる． 

 
 

 

 
図 1 栃木県と和歌山県の県庁組織の概要図 

 

表 1 栃木県と和歌山県のデータ比較(2) 

 
 

 

 

 
図 2 予算（当初，土木，災害復旧）の経年変化 

【栃木県】 知 事

県民生活部長(7課) 各部長 県土整備部長(12課)

危機管理課

消防防災課

監理課 他7課

9土木事務所(5部)各部出先機関

道路整備課

道路保全課

河川課

砂防水資源課

企画調整部

整備部

保全部

地方本庁

（経営管理部）県税事務所

（環境森林部）環境森林事務所

（保健福祉部）健康福祉センター

（産業労働観光部）労政事務所

（農政部） 農業振興事務所

（県土整備部）土木事務所→

【和歌山県】 知 事

危機管理監(1局) 各部長 県土整備部長(5局) 7地域振興局

危機管理局(3課)

災害対策課

政策局 道路局(3課) 河川局(3課) 他2局

8建設部(4課) 各部道路保全課

道路建設課

河川課

砂防課

総務調整課

管理保全課

工務課

地方本庁

地域振興部

健康福祉部

農林水産振興部

←建設部総務部税務課の出先機関として県税事務

カテゴリ 項目 栃木県 和歌山県 適用
自然環境 総面積 6,408㎢（20位） 4,726㎢（30位） 2020年

可住地面積（人口1人当たり） 1,542㎡（18位） 1,205㎡（27位） 2019年
年平均気温※ 14.3℃  16.9℃  平年値
年間降水量※ 1,524.7mm  1,414.4mm  平年値
年間日照時間※ 1,961.1時間  2,100.1時間  平年値

人口 総人口（千人） 1,934千人（19位） 923千人（40位） 2020年
人口密度（人/㎢） 301.8人/㎢（22位） 195.8人/㎢（29位） 2019年
老年人口割合（65歳以上/総人口） 29.2％（37位） 33.1％（8位） 2020年

行政 一般行政職員（土木職員） 4,499人（465人） 3,529人（379人） R3.4.1総務省
年間予算（歳出） 10,086億円 6,044億円 R4当初予算
 内土木費 820億円 741億円
 内災害復旧費 25億円 70億円

※印は宇都宮市，和歌山市の値を示す
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表 2 栃木県における地域（土木事務所管内）ごとの雨量と被害の概要(3) 

 
 

 
図 3 地勢図の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
図 5 時間雨量の推移（2019.10.12 宇都宮） 

図 4 台風の経路と積算降水量分布（気象庁 HP） 

 

 

 

 

 

10月11日 10月12日 死者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 件数 査定額(百万円)

宇都宮土木 宇都宮 4.5 325.5 330.0 52.5 2 429 731 29 106 5,323

鹿沼土木 鹿沼 5.0 370.0 375.0 49.0 2 3 9 77 573 231 9,869

今市 16.5 383.5 400.0 70.5

奥日光 31.5 481.0 512.5 52.5

大田原 10.0 298.5 308.5 43.0

那須高原 19.0 332.5 351.5 39.5

矢板土木 塩谷 9.0 413.5 422.5 58.0 10 8 23 1 72 107 4,122

烏山土木 那須烏山 9.0 212.5 221.5 28.0 2 42 119 62 1 42 4,806

真岡土木 真岡 6.0 209.5 215.5 27.5 8 20 32 4 24 301

栃木土木 小山 5.0 213.5 218.5 27.5 1 2 14 3,106 5,488 1 16 191 6,437

安足土木 佐野 5.5 261.5 267.0 31.0 1 5 8 1,478 1,744 204 7,782

　計 4 23 83 5,252 8,744 3 140 1,126 44,288

※土木施設災害復旧は県工事と市町工事分の合計

72

61 1,741

最大1時間
降水量(mm)

19日光土木 9

土木施設災害復旧

大田原土木 1 6 1 18 160 3,907

事務所名
アメダス
観測所名

日降水量(mm) 累計降水量
(mm)

人的被害(人) 住家被害(棟)

台風中心の経路 

栃木県 

宇都宮市 
和歌山市 
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図 6 各土木事務所の管轄エリアと気象観測所 

 
 
６．栃木県調査の方法 

 
本研究では現場における災害対応の課題を抽出するこ

とを目的とし，和歌山県調査の成果（第3章）を踏まえ，

和歌山県と栃木県における災害復旧に対応する組織上の

違い（第4章）などによる災害対応の特徴を比較するため，

栃木県における公共土木施設の災害復旧事業を担当する

地方出先機関の長として，土木事務所長の状況判断や意

思決定過程等に焦点を当てる． 
 

(1) 予備調査 
 公共土木施設災害復旧事業の主管課である栃木県県土

整備部河川課において，表3に示すとおり予備調査を実施

した．2019年発生の東日本台風災害に関し，栃木県の災

害対応状況を聞き取り，合わせて調査対象者を選定した． 
 

(2) アンケート調査 

次に対象者にアンケート調査を実施した．アンケート

調査の対象者は 2019 年東日本台風による災害発生当時土

木事務所長であった方を中心に，9 つの土木事務所から

各 1 名（うち 8 名は当時の土木事務所長，1 名は次長），

また当時本課に所属されていた方 1 名の計 10 名の方を選

定した．災害発生から日が浅く，対象者は現役の職員が

多かったことから，調査票は河川課を通じてメールで配

信し，全員からメールで回答を得た． 
アンケートの質問項目は表4に示すとおりであり，その

内容は2020年に和歌山県で実施した調査（2011年紀伊半

島大水害などの災害を対象とした調査）とほぼ同じもの

（出先機関の位置づけと対象とする災害以外は同じ内容）

とし，栃木県調査と和歌山県調査の結果を比較すること

で，現場対応の課題を抽出する． 
 
 

表3 予備調査の実施状況 

 
表 4 アンケート調査の質問項目 

 
(3) ヒアリング調査 

アンケート調査の結果を踏まえ，東日本台風による被

害や対応状況の違いなどからヒアリング対象者を抽出し，

ヒアリング調査を実施した． 
ヒアリング調査は災害対応における出先事務所の主体

〔質問１〕東日本台風時の所属と立場を教えて下さい。 

 a) 所属 

 b) 立場 

 

〔質問２〕当時の災害対応で強く記憶に残っていることは

次のどれに該当しますか。 

 a) 土木事務所内の組織、人員、資機材に関すること 

 b) 復旧工法など現場の対策そのものに関すること 

 c) 市町村との関わりに関すること 

 d) 地元との関わりに関すること 

 e) 本課からの指示あるいは本課への報告、連絡、相談に

関すること 

  f) その他 

 

〔質問３〕質問２の回答について具体的に内容を教えて下

さい。 

 

〔質問４〕土木事務所長時代の災害（東日本台風による水

害に限らず）の対応でうまくできたと思うこと(a)と失敗あ

るいはもう少し工夫する必要があったなどと思うこと(b)を

教えて下さい。質問２で示した項目から選択し、その具体

的な内容を災害の状況を含めて記載して下さい。 

 

〔質問５〕土木事務所長時代の災害（東日本台風による水

害に限らず）の対応に関して、他の組織（本課、市町村、

建設業界、地元、その他より選択）からの意見で役に立っ

たと思うこと(a)と困ったと思うこと(b)をそれぞれ教えて

下さい。 

 

〔質問６〕その他災害対応に関して強く記憶していること

や思いがありましたら教えて下さい。 

① 調査の目的 

 ・緊急時の行政による現場対応の実態を把握 

 ・県土整備部と土木事務所の間で交わされた情報共有や

意思決定過程を調査 

② 調査対象 

 ・災害対応全般の主管課（河川課） 

 ・土木職人事担当（技術管理課） 

 ・本庁の災害復旧事業担当課（河川課） 

③ 対象とする災害等 

 ・2019 年台風 19 号（東日本台風）による災害等 

④ 予備調査実施日 

 ・2021 年 11 月 2 日 

⑤ 調査内容 

 ・東日本台風による災害の県内の被害の概要 

 ・災害対応システムの概要 

 ・アンケート調査対象者の抽出 
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的活動や本課あるいは地域ステークホルダーとのかかわ

りを明らかにすることを目的に，東日本台風時の土木事

務所長を対象に実施し，事務所内のマネジメントや事務

所と本課・建設業界・地元関係者らとの関わり方などに

ついて尋ねた．実施日時・場所及び対象者は以下のとお

りである． 
 ① 2022 年 1 月 17 日 10:00 栃木県庁会議室 
  東日本台風時に大規模な被害のあった土木事務所長 
  （2 名：2 名とも調査時現在は別の土木事務所の所長） 
 ② 2022 年 1 月 27 日 10:00 栃木県庁防災センター 
  東日本台風時に比較的被害が小さく，応援職員の派

遣元となった土木事務所長 
（1 名：調査時現在は本課課長） 

 
 
７．アンケート調査の実施結果 
 
(1) 調査結果 

 調査は各項目において選択式の回答とその具体的な内

容を記述するという 2 種類の形式で回答してもらってい

る．選択式の回答を集計したものが表 5 である．また項

目ごとに記述式の回答の主な意見を整理する． 
a) 東日本台風による災害時の対応 

 質問 2 の東日本台風時の災害対応で強く記憶している

ことという質問に対し，選択式では「a 土木事務所内の

組織、人員、資機材に関すること」への回答が多かった．

質問 2 の回答について質問 3 で具体的な内容を聞いたと

ころ，選択式で回答の多かった土木事務所の体制に関わ

る意見のほか，市町や地元建設業など他組織との関わり

に関する意見やその他の意見として情報収集や資材調達

に関するものなどが記載された．その主な内容は以下の

とおりである． 
〔土木事務所の体制に関わる意見として〕 
 ・ 広範囲の被害発生による初動時と長期の体制確保 

・ 災害復旧を経験したことのない若い職員が多い 
・ 職員の健康やメンタルに気を遣う 
・ 現場に限らず通勤途上でも職員の安全確保 
・ 人員が少ないために現地確認や応急対応が追い付

かない 

〔他組織との関わりに関する意見として〕 
・ 被災した各自治体や地区への対応 
・ 応急措置や復旧に関する地元建設業界との連携 
・ 復旧に関し現場の判断で建設業協会と連携し可能

な限りスピード感をもって対処 
・ 助成事業の申請にあたり事前に県の方針を説明 

〔その他の意見として〕 
・ 過去の情報を含む事前の情報収集 
・ 被災の大きい土木に資材が優先的に調達 
・ 県境をまたぐ道路の状況把握と復旧作業の調整 

b) 土木事務所の災害対応 

 土木事務所の災害対応について，質問 4(a)「うまくで

きたこと」に対する回答では，「fその他」が最も多く，

その主な内容としては以下のとおりである． 
・ 統合業務委託制度や災害協定の有効性 
・ （平時からの）定期的な建設業協会との意見交換 
・ 平成 27 年災害の AAR(After Action Review)検証に

よる提言 
・ 県内の資機材調達が計画的に進められた 
・ 施工業者が限られた中で発注本数を調整 
次いで多かった「b 現場の対策」については以下のよ

うな意見があった． 
・ 主要な幹線道路について優先的に対策 
・ 所内で役割分担して応急工事をスムーズに着手 
・ 仮復旧の進捗について毎日定時の報告を指示 
・ スピード感をもって判断し，実行 
また，質問 4(b)の「失敗または工夫が必要」とした回

答では「a 事務所内の組織，人員，資機材」に関するこ

とが最も多く，主な内容は以下のとおりである． 
・ 人員確保がままならない 
・ 道路通行止め等により職員招集に課題を残した 
・ パトロールの効率が悪かった 
・ ダム管理職員の育成 
・ 長期にわたり長時間労働 
・ 人員確保，業務の効率化，職員の健康管理に課題 
・ 全県におよぶ災害で，少人数の事務所でも応援が

なく，事務所の職員だけで対応 
・ 市町職員から被害小と連絡を受けていたところが，

後から確認すると重大案件であることが判明 
 

表 5 アンケート調査（選択式）の回答結果 

 
 

項目 選択数 項目 選択数 項目 選択数 組織 選択数 組織 選択数 項目 選択数
a 8 a 3 a 6 A 2 A 2 a 6
b 3 b 4 b 2 B 2 B 0 b 3
c 3 c 2 c 2 C 5 C 1 c 1
d 3 d 2 d 2 D 2 D 5 d 1
e 1 e 1 e 1 E 1 E 3 e 0
f 6 f 7 f 5 なし 1 なし 4 f 7

なし 0 なし 0 なし 0 なし 0

項目 組織
a 　土木事務所内の組織・人員・資機材に関すること A 　本課
b 　復旧工法など現場の対策そのものに関すること B 　市町村
c 　市町村との関わりに関すること C 　建設業界
d 　地元との関わりに関すること D 　地元
e 　本課からの指示あるいは本課への報告・連絡・相談に関すること E 　その他
f 　その他 なし 　回答なし

なし 　回答なし

質問④(b) 質問⑤(a) 質問⑤(b) 項目⑥質問② 質問④(a)
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的活動や本課あるいは地域ステークホルダーとのかかわ

りを明らかにすることを目的に，東日本台風時の土木事

務所長を対象に実施し，事務所内のマネジメントや事務

所と本課・建設業界・地元関係者らとの関わり方などに

ついて尋ねた．実施日時・場所及び対象者は以下のとお

りである． 
 ① 2022 年 1 月 17 日 10:00 栃木県庁会議室 
  東日本台風時に大規模な被害のあった土木事務所長 
  （2 名：2 名とも調査時現在は別の土木事務所の所長） 
 ② 2022 年 1 月 27 日 10:00 栃木県庁防災センター 
  東日本台風時に比較的被害が小さく，応援職員の派

遣元となった土木事務所長 
（1 名：調査時現在は本課課長） 

 
 
７．アンケート調査の実施結果 
 
(1) 調査結果 

 調査は各項目において選択式の回答とその具体的な内

容を記述するという 2 種類の形式で回答してもらってい

る．選択式の回答を集計したものが表 5 である．また項

目ごとに記述式の回答の主な意見を整理する． 
a) 東日本台風による災害時の対応 

 質問 2 の東日本台風時の災害対応で強く記憶している

ことという質問に対し，選択式では「a 土木事務所内の

組織、人員、資機材に関すること」への回答が多かった．

質問 2 の回答について質問 3 で具体的な内容を聞いたと

ころ，選択式で回答の多かった土木事務所の体制に関わ

る意見のほか，市町や地元建設業など他組織との関わり

に関する意見やその他の意見として情報収集や資材調達

に関するものなどが記載された．その主な内容は以下の

とおりである． 
〔土木事務所の体制に関わる意見として〕 
 ・ 広範囲の被害発生による初動時と長期の体制確保 

・ 災害復旧を経験したことのない若い職員が多い 
・ 職員の健康やメンタルに気を遣う 
・ 現場に限らず通勤途上でも職員の安全確保 
・ 人員が少ないために現地確認や応急対応が追い付

かない 

〔他組織との関わりに関する意見として〕 
・ 被災した各自治体や地区への対応 
・ 応急措置や復旧に関する地元建設業界との連携 
・ 復旧に関し現場の判断で建設業協会と連携し可能

な限りスピード感をもって対処 
・ 助成事業の申請にあたり事前に県の方針を説明 

〔その他の意見として〕 
・ 過去の情報を含む事前の情報収集 
・ 被災の大きい土木に資材が優先的に調達 
・ 県境をまたぐ道路の状況把握と復旧作業の調整 

b) 土木事務所の災害対応 

 土木事務所の災害対応について，質問 4(a)「うまくで

きたこと」に対する回答では，「fその他」が最も多く，

その主な内容としては以下のとおりである． 
・ 統合業務委託制度や災害協定の有効性 
・ （平時からの）定期的な建設業協会との意見交換 
・ 平成 27 年災害の AAR(After Action Review)検証に

よる提言 
・ 県内の資機材調達が計画的に進められた 
・ 施工業者が限られた中で発注本数を調整 
次いで多かった「b 現場の対策」については以下のよ

うな意見があった． 
・ 主要な幹線道路について優先的に対策 
・ 所内で役割分担して応急工事をスムーズに着手 
・ 仮復旧の進捗について毎日定時の報告を指示 
・ スピード感をもって判断し，実行 
また，質問 4(b)の「失敗または工夫が必要」とした回

答では「a 事務所内の組織，人員，資機材」に関するこ

とが最も多く，主な内容は以下のとおりである． 
・ 人員確保がままならない 
・ 道路通行止め等により職員招集に課題を残した 
・ パトロールの効率が悪かった 
・ ダム管理職員の育成 
・ 長期にわたり長時間労働 
・ 人員確保，業務の効率化，職員の健康管理に課題 
・ 全県におよぶ災害で，少人数の事務所でも応援が

なく，事務所の職員だけで対応 
・ 市町職員から被害小と連絡を受けていたところが，

後から確認すると重大案件であることが判明 
 

表 5 アンケート調査（選択式）の回答結果 

 
 

項目 選択数 項目 選択数 項目 選択数 組織 選択数 組織 選択数 項目 選択数
a 8 a 3 a 6 A 2 A 2 a 6
b 3 b 4 b 2 B 2 B 0 b 3
c 3 c 2 c 2 C 5 C 1 c 1
d 3 d 2 d 2 D 2 D 5 d 1
e 1 e 1 e 1 E 1 E 3 e 0
f 6 f 7 f 5 なし 1 なし 4 f 7

なし 0 なし 0 なし 0 なし 0

項目 組織
a 　土木事務所内の組織・人員・資機材に関すること A 　本課
b 　復旧工法など現場の対策そのものに関すること B 　市町村
c 　市町村との関わりに関すること C 　建設業界
d 　地元との関わりに関すること D 　地元
e 　本課からの指示あるいは本課への報告・連絡・相談に関すること E 　その他
f 　その他 なし 　回答なし

なし 　回答なし

質問④(b) 質問⑤(a) 質問⑤(b) 項目⑥質問② 質問④(a)
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c) 他組織からの意見 

 質問 5(a)の他組織からの意見で「役に立ったと思うこ

と」に対する回答では「C 建設業界」が多く，その主な

内容としては以下のとおりである． 
 ・ 本課で全県を見据えて早期に方針を出していった 

・ 地元建設業者や市町村職員は発災現場に比較的近

い場所に居住しているため，直後の現状や出水状

況の情報を得られる 
・ （建設業界は）地域の守り手として献身的に活動 
・ （本課が）問い合わせ等の自粛を議員に要請 
・ （建設業界が）指示を待たずに大型土嚢を製作 
・ 地元自治会長等の連絡から被害の実態を把握 
・ 応急復旧に関して役に立つ意見が多かった 
・ 地元建設業界で撮影したドローン映像は有効 

 
(a) 質問2 

 

 
(b) 質問4a 

 

 
(c) 質問4b 

 
 

 

 質問 5(b)の「困ったと思うこと」では「D 地元」とい

う回答が多く，主な意見としては以下のとおりである． 
 ・ 特定の住民の方から頻繁に長時間にわたり電話 

・ 地元から五月雨式に寄せられる情報に職員の対応

が追い付かない 
・ 農林災害との合併による対応を求められたことで

協議に手間がかかった 
・ 本課から早急に手当てを求められ，建設業者の事

情も配慮せねばならず苦慮 
・ 地元から管轄外の苦情や要望が寄せられること 

 

 
(d) 質問5a 

 

 
(e) 質問5b 

 

 
(f) 質問6 

 
横軸のa～ｆ、Ａ～Ｅおよび「なし」は以下のとおり 

 

図7 栃木県と和歌山県のアンケート調査（選択式）結果の比較 

 

栃木県
和歌山県

凡例
項目（質問2，4，6） 組織（質問5）

a 　土木事務所内の組織・人員・資機材に関すること A 　本課
b 　復旧工法など現場の対策そのものに関すること B 　市町村
c 　市町村との関わりに関すること C 　建設業界
d 　地元との関わりに関すること D 　地元
e 　本課からの指示あるいは本課への報告・連絡・相談に関すること E 　その他
f 　その他 なし 　回答なし

なし 　回答なし
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(2) 栃木県と和歌山県の調査結果の比較 
アンケート調査（選択式）の回答結果から各質問項目

の合計値で除した比率を出した数値を栃木県調査と和歌

山県調査で比較したものが図 7 である． 
 これらのグラフから読み取れることとして以下の点が

あげられる． 
① 図 7(a)より栃木県も和歌山県も共通して「a 組織・人

員・資機材に関すること」が多いことがわかる．この

ことは出先機関のトップとして現場の状況を一番に意

識し記憶していることの現れと考えられる． 
② 図 7(b)のうまくできたことに関しては両県でほぼ同

じような傾向が見られるのに対し，図 7(c)の失敗また

は工夫が必要ということに関しては，まず栃木県で「a
組織・人員・資機材に関すること」が多いという特徴

があげられる．このことは人員の確保や職員の健康管

理に関して十分でなかったという意識が反映されたも

のと考えられ，記述式回答の中で同様の主旨の記述が

あることでも理解される． 
③ 図 7(d)の役に立ったということに関し，両県ともに

「C 建設業界」が多いという傾向ではあるが，栃木県

の場合は他の項目に比べさらに多いという傾向がある．

このことは記述式回答の中で，2015 年災害（関東東北

豪雨）の経験を踏まえて準備された様々な制度が十分

に機能したことによるものと考えられる． 
④ 市町村との関わりにおいて，失敗または工夫が必要

（図 7(c)）という観点では栃木県のみであげられ，困

ったこと（図 7(e)）という観点では和歌山県のみであ

げられるという特徴がある．記述式回答の中で市町村

の消防・危機管理部署との連絡体制が十分でなかった

旨の回答があり，そのことを反省点としてとらえてい

る反面，関係が薄かったことの現れとして図 7(e)の結

果があるものと考えられる． 
⑤ 地元との関わりにおいて，図 7(e)より栃木県では

「困ったこと」の対象としてとらえられていることが

わかる．一方で図 7(c)では地元との関係をマイナスで

はとらえていないことから，栃木県では地元をステー

クホルダーとしてとらえる関係性が薄いと考えられる． 
⑥ 本課との関わりについて，栃木県では和歌山県に比

べて好意的にとらえていることが図 7(d)と図 7(e)の比

較から読み取れる． 
⑦ 図 7(a)および(b)において和歌山県では「回答なし」

が多く，栃木県では「f その他」が多いという特徴が

見られる．和歌山県での調査結果として，紀伊半島大

水害から 10 年という時間が経過していること，地域に

よっては災害復旧事業等の災害対応が比較的少ない建

設部が存在することなどの理由で，「建設部長が，大

災害時という環境を離れると災害や危機管理に思いを

馳せることがなくなるということが，建設部長時代の

「特に意見なし」が多いという結果から見て取れる」

と整理した．今回の栃木県調査では東日本台風災害か

ら 2 年しか経過しておらず，記憶に新しい中で，比較

的被害の小さい事務所も含め，マスコミ対応や平時の

訓練あるいは維持管理などに関する意見を「f その他」

に寄せられたものと考えられる． 
 
(3) 組織マネジメントと 5 つの要素 
 和歌山県調査の成果の一つとして，出先機関のトップ

の判断や意思決定過程が組織マネジメントの一環として

とらえられることと災害対応時に必要な 5 つの要素（①

スピード，②コミュニケーション，③インフォメーショ

ン，④プランニング，⑤プレゼンテーション）が抽出さ

れたことがあげられる． 
 組織マネジメントの観点では，前節①の結果より，栃

木県調査においても和歌山県と同様の結果が得られたと

言える． 
 栃木県での調査結果において 5 つの要素が和歌山県と

同じように当てはめることができるかを検討した． 
 まず，うまくいったことの例として主要な幹線道路の

対策を重点的に行い翌日夕方までに通行可能としたこと

をあげるなど，「スピード」を気にかけている．従来の

建設業協会との協定などの制度活用に加え，2015 年の関

東・東北豪雨以来，訓練や意見交換の実施など平時から

の「コミュニケーション」の確保に務めている．この災

害時にも情報収集や応急対策など協会と連携して取り組

んだという意見があった．被災状況を把握するためのド

ローン活用の有用性や地元・市町村からの情報の活用な

ど「インフォメーション」の重要性に言及している．

「プランニング」に関して資機材の調達や応急復旧工法

など計画に関わる意見が多数見られたが，栃木県の場合

ではそのことが本課との関わりや本課による方針の決定

過程とともに提示されている．「プレゼンテーション」

に関しては，和歌山県の場合と同様準備段階から市長や

自治会長などに復旧工法など十分に県の考え方を伝える

ことで，その後の事業が順調に進んだとの意見があった． 
 これらの事例から，本課と出先機関の関係などの体制

や地域ステークホルダーとの関わりに関して多少の相違

は見られるものの，災害対応時に必要な要素として抽出

した 5 つの言葉はそのまま適用できるものと考えられる． 
 

 
８．ヒアリング調査の実施結果 
 
(1) 調査結果 

 ヒアリング調査で得られた意見を体制・参集，建設業

界，本課との関係，市役所・地元自治会，災害の経験，

その他の 6 つの観点で整理した． 
①  体制・参集 

・本庁の指示は 2 班体制であったが，所長判断で 3
班（の職員が参集して対応する）体制とし（所長

から職員へ）指示した 
・所長自身が被害の大きかった出張所に詰めた 
・途中増員した職員の参集に時間はかかった 
・パトロールが十分できなかった（冠水，人員） 
・県税事務所からの応援の職員を土木の職員とペア

を組んで現地調査にあてた 
・（被害小の事務所では）所長としては自宅待機で

よかったが（自分の判断で）事務所に出勤 
・職員の応援は本庁の判断，事務所として職員減は

好ましくないが，県全体を見るとやむを得ない 
② 建設業界 

  ・業界で事前に地区を割り振っていて，それぞれが

一所懸命に対応してくれたが，被害の大小に関係

なく他の地区には行かない（縄張り意識） 
  ・指名競争入札は業者にとって地区復旧へのインセ

ンティブになる 
  ・業界とは定期的に研修会，エリアごとに業者を決

めて対応 
 ③ 本課との関係 
  ・どの程度仮復旧するかは本課に相談 
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(2) 栃木県と和歌山県の調査結果の比較 
アンケート調査（選択式）の回答結果から各質問項目

の合計値で除した比率を出した数値を栃木県調査と和歌

山県調査で比較したものが図 7 である． 
 これらのグラフから読み取れることとして以下の点が

あげられる． 
① 図 7(a)より栃木県も和歌山県も共通して「a 組織・人

員・資機材に関すること」が多いことがわかる．この

ことは出先機関のトップとして現場の状況を一番に意

識し記憶していることの現れと考えられる． 
② 図 7(b)のうまくできたことに関しては両県でほぼ同

じような傾向が見られるのに対し，図 7(c)の失敗また

は工夫が必要ということに関しては，まず栃木県で「a
組織・人員・資機材に関すること」が多いという特徴

があげられる．このことは人員の確保や職員の健康管

理に関して十分でなかったという意識が反映されたも

のと考えられ，記述式回答の中で同様の主旨の記述が

あることでも理解される． 
③ 図 7(d)の役に立ったということに関し，両県ともに

「C 建設業界」が多いという傾向ではあるが，栃木県

の場合は他の項目に比べさらに多いという傾向がある．

このことは記述式回答の中で，2015 年災害（関東東北

豪雨）の経験を踏まえて準備された様々な制度が十分

に機能したことによるものと考えられる． 
④ 市町村との関わりにおいて，失敗または工夫が必要

（図 7(c)）という観点では栃木県のみであげられ，困

ったこと（図 7(e)）という観点では和歌山県のみであ

げられるという特徴がある．記述式回答の中で市町村

の消防・危機管理部署との連絡体制が十分でなかった

旨の回答があり，そのことを反省点としてとらえてい

る反面，関係が薄かったことの現れとして図 7(e)の結

果があるものと考えられる． 
⑤ 地元との関わりにおいて，図 7(e)より栃木県では

「困ったこと」の対象としてとらえられていることが

わかる．一方で図 7(c)では地元との関係をマイナスで

はとらえていないことから，栃木県では地元をステー

クホルダーとしてとらえる関係性が薄いと考えられる． 
⑥ 本課との関わりについて，栃木県では和歌山県に比

べて好意的にとらえていることが図 7(d)と図 7(e)の比

較から読み取れる． 
⑦ 図 7(a)および(b)において和歌山県では「回答なし」

が多く，栃木県では「f その他」が多いという特徴が

見られる．和歌山県での調査結果として，紀伊半島大

水害から 10 年という時間が経過していること，地域に

よっては災害復旧事業等の災害対応が比較的少ない建

設部が存在することなどの理由で，「建設部長が，大

災害時という環境を離れると災害や危機管理に思いを

馳せることがなくなるということが，建設部長時代の

「特に意見なし」が多いという結果から見て取れる」

と整理した．今回の栃木県調査では東日本台風災害か

ら 2 年しか経過しておらず，記憶に新しい中で，比較

的被害の小さい事務所も含め，マスコミ対応や平時の

訓練あるいは維持管理などに関する意見を「f その他」

に寄せられたものと考えられる． 
 
(3) 組織マネジメントと 5 つの要素 
 和歌山県調査の成果の一つとして，出先機関のトップ

の判断や意思決定過程が組織マネジメントの一環として

とらえられることと災害対応時に必要な 5 つの要素（①

スピード，②コミュニケーション，③インフォメーショ

ン，④プランニング，⑤プレゼンテーション）が抽出さ

れたことがあげられる． 
 組織マネジメントの観点では，前節①の結果より，栃

木県調査においても和歌山県と同様の結果が得られたと

言える． 
 栃木県での調査結果において 5 つの要素が和歌山県と

同じように当てはめることができるかを検討した． 
 まず，うまくいったことの例として主要な幹線道路の

対策を重点的に行い翌日夕方までに通行可能としたこと

をあげるなど，「スピード」を気にかけている．従来の

建設業協会との協定などの制度活用に加え，2015 年の関

東・東北豪雨以来，訓練や意見交換の実施など平時から

の「コミュニケーション」の確保に務めている．この災

害時にも情報収集や応急対策など協会と連携して取り組

んだという意見があった．被災状況を把握するためのド

ローン活用の有用性や地元・市町村からの情報の活用な

ど「インフォメーション」の重要性に言及している．

「プランニング」に関して資機材の調達や応急復旧工法

など計画に関わる意見が多数見られたが，栃木県の場合

ではそのことが本課との関わりや本課による方針の決定

過程とともに提示されている．「プレゼンテーション」

に関しては，和歌山県の場合と同様準備段階から市長や

自治会長などに復旧工法など十分に県の考え方を伝える

ことで，その後の事業が順調に進んだとの意見があった． 
 これらの事例から，本課と出先機関の関係などの体制

や地域ステークホルダーとの関わりに関して多少の相違

は見られるものの，災害対応時に必要な要素として抽出

した 5 つの言葉はそのまま適用できるものと考えられる． 
 

 
８．ヒアリング調査の実施結果 
 
(1) 調査結果 

 ヒアリング調査で得られた意見を体制・参集，建設業

界，本課との関係，市役所・地元自治会，災害の経験，

その他の 6 つの観点で整理した． 
①  体制・参集 

・本庁の指示は 2 班体制であったが，所長判断で 3
班（の職員が参集して対応する）体制とし（所長

から職員へ）指示した 
・所長自身が被害の大きかった出張所に詰めた 
・途中増員した職員の参集に時間はかかった 
・パトロールが十分できなかった（冠水，人員） 
・県税事務所からの応援の職員を土木の職員とペア

を組んで現地調査にあてた 
・（被害小の事務所では）所長としては自宅待機で

よかったが（自分の判断で）事務所に出勤 
・職員の応援は本庁の判断，事務所として職員減は

好ましくないが，県全体を見るとやむを得ない 
② 建設業界 

  ・業界で事前に地区を割り振っていて，それぞれが

一所懸命に対応してくれたが，被害の大小に関係

なく他の地区には行かない（縄張り意識） 
  ・指名競争入札は業者にとって地区復旧へのインセ

ンティブになる 
  ・業界とは定期的に研修会，エリアごとに業者を決

めて対応 
 ③ 本課との関係 
  ・どの程度仮復旧するかは本課に相談 
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  ・本課から農林と合併して発注するよう指示があっ

たが，余計な調整が増えた 
  ・県土整備部長に直接電話，所長判断で取り組むこ

とについて了解を得た 
  ・思いつき（経験に基づく直感）は結局大きく外す

ことがない，部下に任せるのが大事 
・被害の大きい地域に派遣する職員の人選は本庁で

リストアップして事務所に指示，事務所で選ぶと

なるとバイアスがかかり難しい 
・技術管理課では個人の経歴，経験等も把握 
・本庁から指示はくるが，（要望等は特になく）残

された戦力の中でどうするかが問題 
 ④ 市役所・地元自治会 
  ・市役所の幹部が県の OB で良く知っていたので，

直接電話で情報交換 
・自治会長（元公務員）がいきなりやってきて要望

書を置いていくことがあった 
  ・説明会を予定したが，コロナで中止 
  ・議員が現地調査と称して地元住民とやってきて，

復旧工法などを提案していく 
  ・職員数が少なく，（地元や議員等の）対応が困難 
 ⑤ 災害の経験 
  ・災害が少ないので，経験しない期間が長く，経験

者が少なくなることが課題 
  ・若い時に経験しても主体的に考えて行動しないと

経験として蓄積されない 
  ・やったことでないとわからない，訓練して引き出

しを作っておくことが大事 
 ⑥ その他 
  ・当初 24 時間体制で待機したが，疲れてモチベーシ

ョンが下がる 
  ・地元からの意見，苦情電話の対応で職員が疲弊 
  ・重要なことは職員の健康管理 
  ・土木事務所に中堅がいないため，弱体化 
  ・今はマニュアル世代であり，（実務では）マニュ

アルすら見ない（昔は自ら学ぼうとしていたから

理解が早く成長が早い） 
 
 
９．考察 
 
 本稿では災害復旧における現場対応の課題を検討する

ことを目的に，2019 年東日本台風による災害を経験した

栃木県の土木事務所長らを中心にアンケート及びヒアリ

ング調査を実施した．その結果を同様の調査を行った和

歌山県での調査結果と比較すると，共通点が 2 点ある．

一つ目は出先機関の長として組織内の人員・資機材等に

多くの意識が向けられているということ，また二つ目は

現場対応にあたり，建設業界との関わりが非常に重要で

あるということである．一方，和歌山県で強く意見があ

った本課や地域ステークホルダーとの関わりについての

とらえ方に相違点があると言える．例えば，被災現場の

復旧方法に関して，和歌山県では出先事務所から本課に

意見するという状況が見られたが，栃木県では本課主導

の関係が顕著であった．もちろん災害対応は全県的に取

り組まなければいけないものであるが，個々の現場では

現場の判断に任せなければいけない場合があることもヒ

アリング調査の中で示唆されている．また，地域ステー

クホルダーとして，市町の防災部局や地元自治会等との

関わりについて，和歌山県調査ではかなり意識されてい

たが，栃木県の場合にはアンケートやヒアリングでもあ

まり取り上げられていなかったと言える．こうした事例

については組織間関係や出先機関の長の意思決定過程等

に関するさらなる検証が必要である．以下，栃木県調査

で明らかになったことを「諸制度活用の課題」「本課と

出先機関の関係性」「経験の継承」の 3 つの視点で整理

して示す． 
 
(1) 平時から準備された制度の活用に対する意識におけ

る課題 

 栃木県では 2015 年関東・東北豪雨の反省から制度上多

くの準備がなされ，かつ経験を踏まえ県のみならず多く

の地域ステークホルダーが迅速に対応できたものと言え

る．例えば建設業界との関係がうまくいった要因の一つ

として，災害協定制度の活用があげられたが，このこと

は現場においても本課主導で行われた成功事例としてと

らえられていることがわかった．制度は全県的なもので

あり，本課が主体となって運用している．和歌山県でも

県と建設業界との災害協定など類似の制度が存在するも

のもあるが，運用にあたっては出先機関と地域の建設業

が主体となるなど出先事務所での意識に違いがある．栃

木県において本課が主体となって制度が運用されている

原因は制度の運用を始めて年数が経過していないことや

土木事務所の本課に対する依存関係が影響していると考

えられる．今後年数が経過し，さらに広域に被害が拡大

した場合などを想定すると，栃木県のヒアリング調査で

も一部の意見として建設業界の地区の割り振りが問題と

されたように，本課の指揮が現場の組織間に十分に伝わ

らないなどの課題が顕在化するのではないかと懸念され

る．そこで制度を有効に活用するために，災害時の現場

の組織間関係を築く意識が必要である．主な制度として

は以下のものがある． 
 ① 県と建設産業団体連合会との災害協定 
  ・被災直後から応急対策工事や災害査定に向けた測

量等に着手 
 ② 災害復旧技術アドバイザー派遣 
  ・事前に登録された技術職員退職者による被災市町

への災害復旧活動の支援・助言 
 ③ 県組織内の応援職員 
  ・県税事務所など災害対応業務の少ない所属から土

木事務所への職員の派遣が事前に取り決められて

いる 
 
(2) 本課主導の執行体制における問題 

 和歌山県調査から本課と出先機関との連携の重要性が

指摘されたが，栃木県ではヒアリング調査を通じて土木

事務所長の本庁に対する信頼感が感じられる意見が多か

った．本庁が方針を立て土木事務所が執行するという体

制が浸透しているものと言える．このことは土木事務所

の本庁に対する依存度の高さを表すものと考えられる．

いくつかの非常時の対応として，土木事務所からの職員

の派遣や農林の災害復旧工事との合併発注，資機材の調

達などに関して，土木事務所では業務上様々な困難があ

ると思いながらも県全体を考えている本課の意見に従わ

ざるを得ないと受け入れている． 
 一方，被害の大きかった土木事務所では土木事務所長

が本庁の県土整備部長と直接電話で話をし，現場の判断

を土木事務所長に任せるとのやりとりがあったとのこと
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である．このことは和歌山県調査で見られたように出先

事務所が直接本課に意見するというようなものではない

が，災害時には時々刻々状況が変化する中で本課の判断

を必要とする場合があるものの，迅速な対応のために出

先機関が自ら判断し意思決定しなければならない状況が

あることを意味し，現場が大変な中で権限委譲の必要が

生じる場合があることの事例であると考える． 
 また，アンケート調査（選択式）の結果から栃木県と

和歌山県の共通点として建設業界とのつながりの強さが

読み取れる反面，相違点として市町や地元との連携が弱

いという側面がある．第 4 章第 1 節で述べたとおり、土

木事務所制度の場合本庁と出先機関の連携が図られやす

いという特徴が考えられるが、災害対応の場合は現場で

多くの地域ステークホルダーとの連携が求められること

から、今回調査のアンケート結果はこうした県の執行体

制に伴う影響を反映した結果と考えられる．  
 
(3) 継承すべき経験とは何か 

 和歌山県調査では経験の重みを指摘し，「多くの経験

を活用する環境が必要」との意見を提示した．栃木県調

査でも同様の意見が多く聞かれた．しかし，和歌山県の

場合は復旧事業における工法の検討や応急復旧の進め方

等個別の技術に関する経験を指し示すのに対し，栃木県

の場合は「災害対応」そのものの経験を指すようである． 
東日本台風による災害は 2015 年関東・東北豪雨災害か

らあまり年数がたたない中で起こった．そのため当時災

害復旧を担当した者や様々な制度を設計した者らが現役

として活躍しており，その人たちの経験を踏まえた活動

ができたものと言える． 
 しかし，もともと栃木県はそれほど災害の多い土地柄

とは言えず，災害復旧工法など具体的な手法の経験もさ

ることながら，こうした災害対応そのものの経験をいか

に継承していくかが大きな課題であり，いくつかの制度

を効果的に活用するためにも必要なこととしてとらえら

れている． 
 
 
１０．今後の取り組み 
 

 栃木県の調査において，本課が詳細にわたり判断，意

思決定をし，土木事務所に方針を伝え，事務所はその方

針に基づき業務を執行するという，本課と土木事務所の

強いつながりが明らかになった．このことは本課側から

見れば本庁業務の負荷が過剰になる心配はないかという

課題が生じ，土木事務所側から見れば本課からの支援が

届かない場合の権限執行という課題が生じることを意味

している．しかし，今回はそもそも調査対象者が少ない

中での調査であったことを踏まえると，今回抽出された

課題を検討するためにはより広範な調査が必要であると

考える． 
今般，多くの災害経験を踏まえ，被災地域に対するい

くつかの支援制度が作られている．和歌山県においても

栃木県においてもそうした支援制度を活用した事例は多

い．しかし，栃木県での県土整備部長と土木事務所長の

関係に見られるように，迅速な現場での活動が求められ

る場合に現場に判断が委ねられるような事例は本事例に

限らず存在するものと考えられる． 
本事例は結果的に権限委譲の一形態であるととらえら

れるが，このような権限委譲はどのような場合，どうい

う手続きを踏まえ，どういう内容でおこなわれるもので

あるか，出先機関のトップの意思決定過程の整理ととも

に検討するべき課題と考えている． 
 さらに，今回様々な制度を前提とした建設業界の活動

が注目されたが，このことに関しても県と業界との関係

のあり方についてさらに検討するべきと考えている． 
 
 
補 注 
 

(1) Incident Command System（ICS）：1970 年代の米国カリフォ

ルニア州での森林火災の現場で繰り返された失敗への反省を契

機として開発されたシステムであり，2004 年米国が発表した

National Incident Management System (NIMS)では連邦政府をはじ

めとして全米のすべての自治体で危機対応システムとして ICS
の採用が義務付けられている．（参考文献 4 を基に著者が加筆） 
(2) 指標から見た和歌山県のすがた（令和3年度県勢編電子版），

栃木県ホームページ，和歌山県ホームページ，気象庁ホームペ

ージ，総務省ホームページを基に著者が整理した． 

(3) 気象庁ホームページ（参考文献 2），栃木県危機管理課ホー

ムページ（参考文献3），予備調査結果を基に著者が整理した． 
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課題を検討するためにはより広範な調査が必要であると
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今般，多くの災害経験を踏まえ，被災地域に対するい
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栃木県においてもそうした支援制度を活用した事例は多
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関係に見られるように，迅速な現場での活動が求められ
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ト能力とパーソナルネットワークの関連性に関する研究 
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   The purpose of this study is to understand the relationship between the personal network of local government officer 
in the Disaster Prevention and Crisis Management Division and the disaster case management ability. Therefore, when 
we conducted a questionnaire survey of local governments on a municipal scale, we found that disaster case 
management abilities consist of four abilities: expertise, cooperation, confrontation, and preparedness. It was also found 
that personal networks can be classified into small-scale type, work area type, welfare type, and large-scale / 
professional type. As a result of quantification type I analysis of disaster case management ability, it was confirmed 
that officers with high expertise, cooperation, and preparedness had large-scale personal networks. This suggests that 
it is effective to increase the network of various people inside and outside the work area for some of the disaster case 
management abilities 
. 
 
Keywords: disaster case management，personal network, local government officials 

 
 
１．はじめに 
 
（1）背景と目的 

 全国各地の被災地では，災害ケースマネジメント型の
支援が展開されている．災害ケースマネジメントを実行

するためには，多様な支援者が連携して，協働する必要

があるとされている 1)．実際に，仙台市や熊本市では，自

治体職員を含む多様な主体が連携して，被災者支援にあ

たっていたことが報告されている 2),3)．鳥取県では，防災

危機管理基本条例を改正し，災害ケースマネジメントを

恒久的な仕組みとして位置付けるなど，自治体が支援体

制を整え，自治体職員が支援の担い手となっている． 
災害ケースマネジメントを自治体に周知し，支援を可

能にするためには，自治体職員を含む，多様な被災者支

援に係る関係者と平時から関係構築を行うことが重要で

ある 4)．実際に，東北弁護士会連合会 1)や内閣府(防災担
当)4)は，基礎自治体に対して弁護士をはじめとする専門

士業団体やその他の民間団体との間でネットワークを強

化するべきであることを指摘するなど，自治体職員と支

援者同士で平時からネットワークを構築することが強調

されている．過去の被災地では，支援者自身が保有・構

築した人的ネットワークを用いて支援を実行していた事

例も見受けられる(1)．以上のことから，災害ケースマネ

ジメントを実行するには，自治体職員と支援者間におい

て，パーソナルネットワーク(2)が構築されていることが

効果的であると考えられる． 
自治体職員のパーソナルネットワークに着目した既往

研究を概観すると，馬場ら 5)はパーソナルネットワークの

形成プロセスに着目し，事業の創出と継続の要因となる

ことを明らかにした．松村ら 6)はまちづくりに関する基礎

的な能力との関連性を明らかにし，パーソナルネットワ

ークがまちづくりの促進に寄与することを指摘している． 
一方，防災・災害分野におけるパーソナルネットワー
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クに着目した既往研究を概観すると，藤見ら 7)は水害を対

象に，住民の自助・共助意識とソーシャルキャピタルの

関係性の分析結果から，結束型ネットワークが自助・共

助意識を高めることを明らかにし，近隣の人間関係を強

めるような政策を実施することで，自助・共助意識が向

上し，地域防災力が高められることを指摘している．遠

山 8)は地方大学生を対象に，防災行動とパーソナルネット

ワークの構造を分析し，学生の交友ネットワーク形成の

支援が防災行動の採用へとつながることを指摘している．

また，遠山 9)は住民レベルの個人が保持する社会的ネット

ワークの規模や年齢の差が防災準備行動の度合いへ影響

を与えていることを明らかにし，地域防災計画策定への

参画や若年層に対する交流促進のプログラムの有効性を

指摘している． 
そして災害に対する自治体職員を対象とした既往研究

においては，基礎自治体職員の災害対応能力の向上に向

けた提案 10)や，コンピテンシーに関する研究 11)，災害対

応業務に関する認識を明らかにした研究 12)などの蓄積が

ある． 

このように，住民や個人レベルの人的ネットワークが

防災意識や防災行動に影響を与える既往研究の蓄積が見

受けられる．しかし，防災・災害に対して自治体職員に

おいてもネットワークを構築する重要性が強調されてい

るにも関わらず，自治体職員に着目し，災害ケースマネ

ジメントとネットワークの関係性や実態を明らかにした

研究は散見されない． 
ところで，災害ケースマネジメントは，災害法制を運

用する防災諸機関に平時の制度や制度運用する諸機関と

の調整機能を持たせ，連動を図ることが重要であると指

摘されていることから3)，自治体職員の中でも，特に防

災・危機管理の業務に従事している自治体職員のパーソ

ナルネットワークが，より災害ケースマネジメントの実

行に寄与するのではないかと考える． 
本研究は防災・危機管理の業務に従事している基礎自

治体職員(以下，防災・危機管理担当職員)を対象に，パー
ソナルネットワークと災害ケースマネジメント能力(以下，
ケースマネジメント力)との関連性を定量的に明らかにす
ることを目的とする． 
 
(2）論文の構成 

2 章では，本研究の調査の概要について述べる．3 章で
は，本研究におけるケースマネジメント力に関する設問

の設計について記述する．4章では，防災・危機管理担当
職員のケースマネジメント力の構成を明らかにし，パー

ソナルネットワークの傾向の把握と分析を行う．5章では，
パーソナルネットワークの分類とケースマネジメント力

と各変数間の関係を明らかにする分析を行う．6章では，
調査結果のまとめ，考察を行う． 
 

 

２．調査の概要 

 
（1）調査の方法 

防災・危機管理担当職員のケースマネジメント力とパ

ーソナルネットワークの関連性を定量的に明らかにする

ためにアンケート調査を行う．滋賀県，京都府の計 52 自
治体の危機管理・防災業務を所管する部署(3)にアンケー

トの協力を依頼し，了承が得られた 38 自治体に質問紙を
送付し，配布を依頼した(表 1)．配布対象は役職や年齢層

の制限がなく，幅広く配布していただけるように依頼を

行った．送付方法は手渡し並びに郵送で，受け取り方法

は直接受け取り，レターパックによる郵送回収とした．

アンケートの配布数は 239部，回収数は 125部，回収率は
52％であった．政令指定都市の京都市については質問紙
の配布の了承が４つの区役所から得られたものの，回答

が得られなかった．そのため，本調査は京都市を除いた

基礎自治体の職員を対象としている(4)． 
 本調査の分析方法について述べる．まず，ケースマネ

ジメント力がどのように構成されているのかを明らかに

するために因子分析を行う(4 章)．次に，ケースマネジメ
ント力とパーソナルネットワークとの関連性を詳細に明

らかにするために，ネットワーク先の人数との相関分析

を行う(4 章)．また，パーソナルネットワークの形態によ
る関連性の変化も明らかにするためのクラスタ分析(5 章)
とケースマネジメント力と各変数間の関係を明らかにす

るために，パーソナルネットワークや個人属性等を用い

た数量化Ⅰ類分析を行う(5 章)．なお，分析では IBM SPSS 
Statistics 27を用いた． 

 
(2）調査項目 

  アンケート項目は，個人属性，ケースマネジメント力
に対する自己評価，パーソナルネットワークに関する質

問から構成される．パーソナルネットワークでは仙台市

の事例 2)や，災害ケースマネジメントに関する既往研究 3) , 

14)・文献 13) から現場での支援に必要と思われるネットワ

ーク先を設定し，勤務地域内と勤務地域外で自治体職員，

非営利団体，不動産・建設会社に勤務している人(以下，
不動産・建設関係者)，保健師，弁護士，税理士，建築士，
福祉関係者，医療関係者，警察官の連絡が取れる人の人

数，その人たちと知り合ってから何年くらいの付き合い

があるのかを調査した(5)．なお，勤務地域内を防災・危

機管理担当職員が勤務する市役所，区役所等が行政事務

を行う地域とし，勤務地域外はそれ以外の地域を指すこ

ととした． 
回答者の個人属性を表2に示す．回答者の性別の構成は
ほとんどを男性が占めることとなった． 年齢は 30代がわ
ずかに多くなったが，20代から 60代まで，勤続年数は 16

 
表 1 アンケート調査の概要 

項目 内容 

配布依頼日 2021年 11月 22日～2021年 12月 13日 

配布方法 直接配布，郵送配布 

回収方法 直接受け取り，郵送回収 

配布数 239部 

回収数 125部 

回収率 52％ 

 

 

配布市町村 

草津市，守山市，大津市，野洲市，米

原市，長浜市，東近江市，高島市，湖

南市，近江八幡市，彦根市，愛荘町，

多賀町，甲良町，日野町，豊郷町，京

丹後市，宇治市，八幡市，亀岡市，京

田辺市，城陽市，長岡京市，木津川

市，南丹市，福知山市，京丹波町，久

御山町，大山崎町，井手町，宇治田原

町，笠置町，和束町，精華町，京都市

伏見区，京都市西京区，京都市下京

区，京都市右京区 
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年から 20 年が若干少ないが両者ともに，幅広いデータを
得ることができた． 

 
 

 

３．ケースマネジメント力の設問の設計 
本章では，アンケート項目のケースマネジメント力の

設問の設計について記述する． 
内閣府(防災担当)4)の災害ケースマネジメントの事例集
には，多くの事例で自治体職員が様々な支援主体と支援

を実施していたことが示されており，今後は支援の担い

手の育成・確保やノウハウを習得する機会の確保が指摘

されていた 1),4)．一方，災害ケースマネジメントを実行す

るうえでの能力を明確に定義した記述及び既往研究は見

受けられない．そのため，既往研究において指摘されて

いる災害ケースマネジメントの論点や知見を整理したう

えで，災害ケースマネジメントに関する大枠の構成要素

を設定し，その要素についての能力を問うものとして設

問項目を設計することとした． 
菅野 3)は熊本市で実施された，借上げ仮設を中心とした

仮設住宅供給および災害ケースマネジメントの導入経緯

と実施経過を把握し，今後の大規模災害への対応への意

義と論点をまとめた．その中で，被災者に直接対峙する

市町村だからこそ，部局や組織の縦割りを超える取り組

みの必要性を認識し，実行に移すことができたと指摘し

ている．部局や組織の縦割り化・防災や災害対応の一層

の専門化が効果的な支援を阻みうるとし，部局間・組織

間・制度間の連携が重要であったことを指摘している．

また，災害対応のなか，災害ケースマネジメントのよう

な新しい手法を開発することは容易ではなく，日常的な

政策立案能力の高さが影響すると指摘している．松川ら
14)は災害ケースマネジメントを実行しているケースにつ

いて付与されたキーワード群を対象とした KJ法を用いた
分析から被災者生活再建支援に関する法制度やサービス

メニューだけでなく，生活困窮者支援メニューの活用と

いった様々な既存の法制度・サービスについての広い知

識とその活用を柔軟に結びつける職人技のような技術が

使われていることを明らかにした．川見ら 15)は東日本大

震災の被災地である名取市を例に，震災前の世帯の社会

的属性・状況が住まいの再建の速さに与える影響につい

て，生存時間分析を用いていくつかの社会的脆弱性に関

する変数が住まいの再建の早さを予測できることを示し

た．この研究モデルを災害ケースマネジメントに応用し，

被災後の早い段階からの支援や災害時には生活再建が困

難になる可能性が極めて高い世帯には被災前からの支援

計画の策定も検討することが可能になると考えている． 

以上のことから，災害ケースマネジメント型の支援に

は，被災者と直接対峙すること，支援団体や他部局との

連携と調整，平時から支援体制を整えて検討すること，

被災者支援制度と社会福祉制度などの知識や政策に関す

る要素が見受けられる．これらの点を考慮して，災害ケ

ースマネジメント型の支援の構成要素として災害時にお

いては「被災者対応」，「協働・調整」，「政策・制

度」，平時においては「支援想定」を設定した．アンケ

ートでは，これらの各要素についての能力を問う設問項

目を津久井 13)の文献を参考に設計した(表 3)． 

 
 
４．ケースマネジメント力とパーソナルネットワー

クの関連性 

 
（1）単純集計の結果 

 ケースマネジメント力の項目別の自己評価の単純集計

として，平均値と標準偏差の結果を表3に示す．災害時の
構成要素を項目別にみると，「罹災証明書について説明

できる」や「専門家や異なった立場の人と意見交換がで

きる」の平均値が高く，被災者支援の基礎的な知識を把

握できていることや，自治体職員のみならず，様々な立

場や専門知識・技能を持つ人たちと議論を行うことを得

意としていることが伺える．一方，「社会福祉制度の仕

組みについて説明できる」，「現在の被災者支援制度の

問題点を説明できる」といった平時の諸制度や現在の被

災者の生活再建を妨げる要因となっている法制度に対す

る自己評価が低くなっている． 
平時の構成要素を項目別にみると，「防災・避難訓練

や研修に参加するなど，新しい知識・情報の習得に努め

ている」や「地域の課題からどのような被災者支援を行

う必要があるのかを自分なりに考えることができる」の

平均値が高く，個人の能力の向上と知識習得を進んで行

っていることや平時から被災者支援を考えることに関し

ては自己評価が高いことが確認できる．一方，「地域に

存在する組織・団体のことを熟知している」や「被災者

支援にはどのような分野や職能が必要かを知っている」

の平均値が低くなっていることから，災害ケースマネジ

メントに必要となる主体や支援を呼びかける際に必要と

なる知識と情報に関しては自己評価が低いことが考えら

れる． 
 この傾向から災害ケースマネジメントに必要な法制度

や支援に必要な知識と情報への自己評価は低いが，個人

の能力向上と知識習得への姿勢や，罹災証明書への理解，

専門家などと議論を行うこと，平時から被災者支援を考

えることに関しては自己評価が高いことが確認できた．     
また，各構成要素の平均値を比べると，「支援想定」，

「協働・調整」が高い傾向にあり，「政策・制度」は低

い傾向にあることが把握できた． 
 

（2）因子分析の結果 

ケースマネジメント力に関する潜在因子を明らかにす

るために，各項目の変数を用いた因子分析(6)を行う．ま

ず，災害時における因子を抽出するために被災者対応，

協働・調整，政策・制度の 3 つの構成要素の質問項目に

表 2 個人属性 

カテゴリ 回答数 

性別 
男性 120 
女性 5 

 

 

年齢 

 

20 代 22 
30 代 30 
40 代 29 
50 代 29 
60 代 15 

 

 

 

勤続年数 

 

 

1～5 年 23 
6～10 年 17 

11～15 年 13 
16～20 年 6 
21～25 年 19 
26～30 年 16 
31 年以上 30 
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表 3 ケースマネジメント力の設問と単純集計結果 

 
アンケート項目 平均 

標準

偏差 
平均 

構成 

要素 
 
 
 
 
 
 
 

災
害
時 

被災した人と同じ目線で接することができる 3.56 0.89 

3.46 

被
災
者
対
応 

話しやすい雰囲気を作って，被災した人から話を引き出せる 3.54 0.85 
被災した人に簡潔で理解しやすい説明や助言ができる 3.54 0.75 
被災した人と遠慮なく，話し合える信頼関係を築くことができる 3.37 0.76 
表情の変化，身なり，体調などから被災した人の状態を読み取ることができる 3.30 0.91 
様々な情報の集約・整理ができる 3.53 0.83 

3.48 

協
働
・
調
整 

ファシリテートの能力があり，中立的・客観的な判断・サポートができる 3.38 0.86 
自分の持っている情報・意見をわかりやすく他者に伝えることができる 3.52 0.84 
支援団体や自治体職員に指示を出すことができる 3.64 0.80 
支援団体や他部局の自治体職員と一人で交渉することができる 3.46 1.02 
専門家や異なった立場の人と意見交換ができる 3.66 0.74 
立場や意見の異なる人に働きかけて，巻き込むことができる 3.24 0.84 
あらゆる被災者支援制度を理解している 2.90 0.96 

2.95 

政
策
・
制
度 

現在の被災者支援制度の問題点を説明できる 2.71 0.91 
社会福祉制度の仕組みについて説明できる 2.59 0.97 
罹災証明書について説明できる 3.76 0.95 
過去の被災地でどのような被災者支援政策が実行されたのかを知っている 2.89 0.92 
過去の災害から新たに必要となる被災者支援の仕組みを考えることができる 2.86 0.91 

 
 
 

平
時 

地域の課題からどのような被災住民が発生するか想像できる 3.66 0.77 

 3.55 
支
援
想
定 

地域の課題からどのような被災者支援を行う必要があるのかを自分なりに考える

ことができる 
3.74 0.74 

日頃から，地域の様々な人とつながりや信頼関係を築くことができる  3.68 0.81 
地域に存在する組織・団体のことを熟知している  3.17 0.86 
防災・避難訓練や研修に参加するなど，新しい知識・情報の習得に努めている 3.79 0.80 
災害発生前から，災害時の行動・支援について他者と意思疎通ができる 3.47 0.82 
被災者支援にはどのような分野や職能が必要かを知っている 3.39 0.78 

注)各アンケート項目の選択肢は，「全く当てはまらない・どちらかと言えば当てはまらない・どちらとも言えない・ 

どちらかと言えば当てはまる・よく当てはまる」までの 5件法．各 1点～5点で点数化 

 

表 4 災害時の因子パターン 
 災害時の因子 

(プロマックス回転後の因子パターン) Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
過去の被災地でどのような被災者支援政策が実行されたのかを知っている 0.84 0.41 0.33 
過去の災害から新たに必要となる被災者支援の仕組みを考えることができる 0.77 0.47 0.24 
あらゆる被災者支援制度を理解している 0.74 0.51 0.38 
現在の被災者支援制度の問題点を説明できる 0.67 0.45 0.22 
社会福祉制度の仕組みについて説明できる 0.59 0.43 0.23 
罹災証明書について説明できる 0.48 0.33 0.18 
支援団体や他部局の自治体職員と一人で交渉することができる 0.59 0.76 0.39 
ファシリテートの能力があり，中立的・客観的な判断・サポートができる 0.51 0.76 0.48 
専門家や異なった立場の人と意見交換ができる 0.38 0.75 0.31 
立場や意見の異なる人に働きかけて，巻き込むことができる 0.50 0.73 0.36 
様々な情報の集約・整理ができる 0.45 0.70 0.41 
支援団体や自治体職員に指示を出すことができる 0.60 0.63 0.22 
自分の持っている情報・意見をわかりやすく他者に伝えることができる 0.34 0.54 0.49 
話しやすい雰囲気を作って，被災した人から話を引き出せる 0.22 0.40 0.80 
被災した人と同じ目線で接することができる 0.30 0.16 0.74 
被災した人と遠慮なく，話し合える信頼関係を築くことができる 0.25 0.49 0.72 
被災した人に簡潔で理解しやすい説明や助言ができる 0.27 0.53 0.68 
表情の変化，身なり，体調などから被災した人の状態を読み取ることができる 0.31 0.35 0.48 

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
Ⅰ − 0.58 0.35 

Ⅱ  − 0.48 
Ⅲ   − 
α 0.84 0.87 0.80 
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対して最尤法(プロマックス回転)の因子分析を行い，3 つ
の因子が抽出された．Kaiser-Meyer-Olkin の標本妥当性の

測度は 0.863であり，Bartlettの球面性検定は有意であった

(p ＜0.01)．プロマックス回転後の因子パターンを表 4 に
示す．第Ⅰ因子は「過去の被災地でどのような被災者支援

政策が実行されたのかを知っている」や「過去の災害か

ら新たに必要となる被災者支援の仕組みを考えることが

できる」，「あらゆる被災者支援制度を理解している」

など被災者支援の政策の知識と立案や被災者支援制度へ

の理解といった内容の項目が高い負荷量を示していた．

そこで第Ⅰ因子を専門力と命名した．第Ⅱ因子は「支援団

体や他部局の自治体職員と一人で交渉することができる」

や「ファシリテートの能力があり，中立的・客観的な判

断・サポートができる」，「専門家や異なった立場の人

と意見交換ができる」といった専門家などと議論を行う

ことや支援団体，他部局の自治体職員との調整に関する

内容の項目が高い負荷量を示していた．そこで第Ⅱ因子を
協調力と命名した．第Ⅲ因子は「話しやすい雰囲気を作

って，被災した人から話を引き出せる」や「被災した人

と同じ目線で接することができる」，「被災した人と遠

慮なく，話し合える信頼関係を築くことができる」とい

った被災者と直接的に対応することや，関係性を構築す

ることに関する内容の項目が高い負荷量を示していた．

そこで第Ⅲ因子を対峙力と命名した． 

次に平時の因子を抽出するために，支援想定の質問項

目に対して最尤法(プロマックス回転)の因子分析を行い，
1 つの因子が抽出された．Kaiser-Meyer-Olkin の標本妥当

っ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
性の測度は 0.822であり，Bartlettの球面性検定は有意であ

った(p ＜0.01)．プロマックス回転後の因子パターンを表5
に示す．第Ⅰ因子は「災害発生前から，災害時の行動・支

援について他者と意思疎通ができる」や「日頃から，地

域の様々な人とつながりや信頼関係を築くことができ

る」，「地域の課題からどのような被災者支援を行う必

要があるのかを自分なりに考えることができる」といっ

た平時から他者と被災者支援の相互理解を図ることや，

支援を計画することに関する内容の項目が高い負荷量を

示していた．そこで第Ⅰ因子を対策力と命名した． 
ここで，津久井 13)は災害ケースマネジメントにおいて，

被災者と対面し，被災状況や生活状況を把握するアセス

メントが最も重要であり，支援ニーズを引き出すには被

災者との信頼関係の構築やコミュニケーション技術が必

要であると指摘していることから「対峙力」と類似して

いることがわかる．また，支援計画を作成するうえで，

ケース会議といった意見交換を行う場を重要なプロセス

と位置づけ，行政や民間団体・専門家などが情報共有を

して，必要な支援を検討することを指摘していることや，

仙台市 2)や熊本市 3)では行政部局と様々な支援機関が調整

のもと支援体制を構築し，連携した支援を実施していた

ことから，適切な支援には支援者間での調整や相互連携

が必要となる意味合いが読み取れる点で「協調力」に類

似していることがわかる．支援制度の活用においては，

災害と福祉の制度間の縦割りを融和することが必要で災

害の支援制度・政策を正しく理解し，活用することに加

え，福祉制度も駆使することを指摘している点で「専門

表 5 平時の因子パターン 
 平時の因子 

(プロマックス回転後の因子パターン) Ⅰ 

災害発生前から，災害時の行動・支援について他者と意思疎通ができる 0.74 
日頃から，地域の様々な人とつながりや信頼関係を築くことができる  0.68 
地域の課題からどのような被災者支援を行う必要があるのかを自分なりに考えることができる 0.68 
地域に存在する組織・団体のことを熟知している  0.55 
防災・避難訓練や研修に参加するなど，新しい知識・情報の習得に努めている 0.54 
地域の課題からどのような被災住民が発生するか想像できる 0.46 
被災者支援にはどのような分野や職能が必要かを知っている 0.42 

因子寄与率 34.93 
α 0.78 

 

 
表 6 パーソナルネットワークの傾向と平均値 

ネットワーク先 
勤務地域内 勤務地域外 

人数 年数 人数 年数 

自治体職員 18.99 人 10.18 年 12.75 人 9.35 年 

非営利団体(NPO，財団法人，社会福祉協議会などを含む) 5.33 人 5.97 年 2.65 人 2.42 年 

不動産・建設関係者 5.22 人 6.50 年 2.78 人 3.42 年 

保健師 5.24 人 6.64 年 1.97 人 2.95 年 

弁護士 0.88 人 1.38 年 1.50 人 2.97 年 

税理士 0.79 人 1.52 年 0.88 人 1.85 年 

建築士 2.96 人 5.55 年 2.00 人 3.48 年 
福祉関係者(ソーシャルワーカー，民生委員，社会福祉施設職員

などを含む) 
5.22 人 5.64 年 1.70 人 2.61 年 

医療関係者(医師，看護師などを含む) 3.80 人 5.58 年 3.46 人 4.68 年 

警察官 3.84 人 3.30 年 2.74 人 3.96 年 

注1)平均人数と平均年数は階級値を用いて算出した 
注2)連絡がとれる人の人数の設問の選択肢は0人，1～10人，11～20人，21～30人，31人以上とした 
注3)付き合いの年数の設問の選択肢は1年未満，1～5年，6～10年，11～15年，16～20年，21年以上とした 

 
表 7 連絡のとれる人数とケースマネジメント力の 

相関係数  
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力」と類似していることがわかる．さらに，災害ケース

マネジメントの実行には多様なリソースを活用するため，

行政は平時から，民間団体やボランティア団体の活動領

域や力量を見極められるよう関心と情報を持つことや専

門家とのネットワークを作り，様々な専門分野や職能に

関する知識を得ておくことを指摘しており，平時から意

思疎通をして，災害時では素早く協力体制をもととした

活動が必要となる意味合いが読み取れる点で「対策力」

と類似していることがわかる． 
以上のことから，因子分析によって抽出された「専門

力」，「協調力」，「対峙力」，「対策力」は災害ケー

スマネジメントを実行する能力に関する設問の因子とし

て概ね妥当であると既往研究 3)・文献 2),13)，3 章で得られ
た構成要素から判断できるため，以降の分析でもこれら

の因子を用いた． 
 
（3）パーソナルネットワークの傾向 

防災・危機管理担当職員のパーソナルネットワークの

傾向を表6に示す．勤務地域内では自治体職員，非営利団
体，不動産・建設関係者，福祉関係者の人数が多く，勤

務地域外では自治体職員，医療関係者，警察官の順で人

数が多いことが確認できた．士業関係者は建築士の人数

と年数が勤務地域内・外ともに多くなっているが，弁護

士と税理士は低い傾向にあることが確認できた．ネット

ワーク先の中でも非営利団体，不動産・建設関係者，保

健師，福祉関係者は勤務地域内・外で人数と年数に大き

な差があることが把握できた．パーソナルネットワーク

のなかでも勤務地域内・外の連絡が取れる人の人数とケ

ースマネジメント力の相関関係を表7に示す．これにより
連絡が取れる人の人数と全てのケースマネジメント力の

間に正の相関関係が確認できた．しかし，対峙力におい

てのみ相関係数が低いことから，パーソナルネットワー

クとの関連性は小さいことが考えられる． 
 

 
 

 

５．パーソナルネットワークの分類及びケースマネ

ジメント力と変数間の関係分析 

 
（1）パーソナルネットワークの分類 

  パーソナルネットワークの形態により，ケースマネジ
メント力との関係が変化することが考えられる．そこで，

パーソナルネットワークの連絡が取れる人数と付き合い

の年数の変数を用いて ward 法の階層クラスタ分析を行い，

分類を行った．その結果，防災・危機管理担当職員のパ

ーソナルネットワークをクラスタⅠ(29 人)，クラスタⅡ(34
人)，クラスタⅢ(45人)，クラスタⅣ(17人)の 4つに分類す
ることができた．次に，各クラスタの特徴を明らかにす

るために，合計人数と平均年数のクロス集計を行うと，

以下のような特徴を見出すことができた(表 8)．以下，各
クラスタの特徴について表 8をもとに述べる． 
 
クラスタⅠ：全体の合計人数，平均年数が全クラスタのな

かで最も少ない．非営利団体の合計人数は多くなってい

るが，弁護士と税理士のネットワークはない．クラスタ

内で最も人数と年数が多い自治体職員においてもほかの3
つのクラスタと比較して少ない傾向にある．よってクラ

スタⅠは「小規模型」とする． 
クラスタⅡ：全体の合計人数，平均年数が全クラスタのな

かで3番目に多い．勤務地域内の合計人数と平均年数が，

勤務地域外の合計人数と平均年数よりもかなり多い．各

ネットワーク先においても，士業関係者を除いて勤務地

域内の人数と年数が勤務地域外のそれらを上回っている．

よってクラスタⅡは「勤務地域内型」とする． 
クラスタⅢ：全体の合計人数，平均年数が全クラスタの

なかで2番目に多い．しかし，士業関係者は建築士を除い
て少なくなっている．ネットワーク先のなかでも医療，

不動産・建設関係，保健師，福祉の人数と年数が多い．

よってクラスタⅢを「福祉型」とする． 
クラスタⅣ：全クラスタのなかで全体の合計人数と平均

年数が最も多い．士業関係者の人数と年数もほかのクラ

スタよりも圧倒的に多くなっている．よってクラスタⅣ
を「大規模・士業型」とする． 
 
以上のように各クラスタを比較すると，全体の合計人

数と平均年数が異なることが明らかになった．各クラス

タにおける勤務地域内・外でのそれらの差にも違いがあ

ることが確認できた．また，各ネットワーク先にも注目

すると，クラスタによって人数と年数に差があることが

明らかになった．各クラスタを構成する職員の傾向につ

いて図 1，2，3をもとに述べる．図 1，2から，クラスタⅠ
の職員は年齢の約半数が 20 代で構成されていることや，
勤続年数が 1〜5年である割合がクラスタⅡ，Ⅲ，Ⅳよりも
圧倒的に多くなっていることがわかる．そしてネットワ

ークが大規模なクラスタでは，年齢と勤続年数の大きい

職員が占める割合が高くなっている．このことから，パ

ーソナルネットワークの人数・年数と基礎自治体職員と

してのキャリアの年月には一定の関連性があることが推

察される．一方，図 3から，ネットワークが大規模なクラ
スタほど市町村の人口が 5 万人未満の職員が占める割合が

高くなっていることや，21 万人以上の市町村の職員の占

める割合では，ネットワークが最も小規模なクラスタⅠに
おいて，最も高くなっていることがわかる．このことか

ら，職員の勤務地域の人口規模が大きいからといって，

必ずしもパーソナルネットワークの人数と年数は大きく

ならないことが推察される． 
表9にパーソナルネットワークのクラスタ別のケースマ
ネジメント力の平均値を示す．すべてのケースマネジメ

ント力において，大規模・士業型の平均値が最も高くな

っている．また，専門力，協調力，対策力においては平

均値が大規模・士業型が最も高く，次に福祉型，勤務地

域内型，小規模型となっていることから，これらの能力

においては勤務地域内・外の多様な主体とのパーソナル

ネットワークの人数と年数の大きさが関係していると考

えられる．しかし，対峙力においては大規模・士業型が

最も平均値が高くなっているが，次に小規模型，福祉型，

勤務地域内型となっているため，この能力においてはパ

ーソナルネットワーク以外の要因が関係していると考え

られる． 

表 7 連絡がとれる人数とケースマネジメント力の 

相関係数  

  勤務地域

内人数 

勤務地域

外人数 
合計人数 

専門力 .409** .247** .356** 
協調力 .373** .306** .369** 
対峙力 .217* .227* .241** 

対策力 .305** .216* .283** 

                       **.1% 水準で有意 *.5% 水準で有意 
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図 1 各クラスタの年齢の構成 
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図 2 各クラスタの勤続年数の構成 
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   表 8 クラスタ分析によるパーソナルネットワークの分類 

 

人数(人)年数(年)人数(人)年数(年)人数(人)年数(年) 人数(人) 年数(年)
勤務地域内 10.79人 4.81年 17.68人 10.53年 22.37人 11.77年 26.65人 14.47年
勤務地域外 5.59人 5.00年 10.57人 9.82年 14.40人 10.19年 24.94人 13.88年

合計(人)|平均(年) 16.38人 4.91年 28.25人 10.18年 36.77人 10.98年 51.59人 14.18年
勤務地域内 2.24人 1.55年 4.82人 6.82年 5.22人 6.37年 11.91人 10.76年
勤務地域外 2.93人 0.48年 1.59人 1.29年 2.30人 2.58年 9.24人 7.53年

合計(人)|平均(年) 5.17人 1.02年 6.41人 4.06年 7.52人 4.47年 21.15人 9.15年
勤務地域内 1.33人 1.34年 3.72人 5.97年 5.57人 7.22年 13.94人 14.47年
勤務地域外 0.57人 0.31年 0.97人 1.65年 2.91人 3.64年 9.82人 14.06年

合計(人)|平均(年) 1.90人 0.83年 4.69人 3.81年 8.48人 5.43年 23.76人 14.26年
勤務地域内 1.90人 1.12年 5.57人 8.19年 5.51人 7.43年 9.56人 10.82年
勤務地域外 0.76人 0.59年 0.81人 1.18年 2.57人 3.30年 4.79人 7.14年

合計(人)|平均(年) 2.66人 0.85年 6.38人 4.68年 8.08人 5.37年 14.35人 8.98年
勤務地域内 0.00人 0.00年 0.81人 1.26年 0.61人 0.33年 3.24人 6.76年
勤務地域外 0.00人 0.00年 0.16人 0.38年 2.32人 4.18年 4.53人 10.00年

合計(人)|平均(年) 0.00人 0.00年 0.97人 0.82年 2.93人 2.26年 7.76人 8.38年
勤務地域内 0.00人 0.00年 0.49人 0.78年 0.73人 1.13年 2.91人 6.65年
勤務地域外 0.00人 0.00年 0.49人 0.49年 0.73人 1.36年 3.56人 9.06年

合計(人)|平均(年) 0.00人 0.00年 0.97人 0.63年 1.47人 1.24年 6.47人 7.85年
勤務地域内 0.00人 0.00年 2.75人 6.00年 3.30人 5.48年 7.53人 14.29年
勤務地域外 0.19人 0.62年 0.97人 2.15年 2.32人 2.99年 6.29人 12.29年

合計(人)|平均(年) 0.19人 0.31年 3.72人 4.07年 5.62人 4.23年 13.82人 13.29年
勤務地域内 0.57人 0.31年 4.47人 6.04年 5.81人 5.91年 13.09人 12.94年
勤務地域外 0.00人 0.00年 0.32人 0.76年 2.20人 2.64年 6.03人 10.35年

合計(人)|平均(年) 0.57人 0.16年 4.79人 3.40年 8.01人 4.28年 19.12人 11.65年
勤務地域内 1.14人 2.10年 1.62人 1.69年 4.87人 7.57年 9.88人 14.00年
勤務地域外 0.76人 0.76年 0.00人 0.00年 6.18人 7.34年 7.79人 13.71年

合計(人)|平均(年) 1.90人 1.43年 1.62人 0.85年 11.04人 7.46年 17.68人 13.85年
勤務地域内 1.48人 0.79年 3.24人 2.65年 4.03人 3.76年 8.59人 7.65年
勤務地域外 1.14人 0.62年 0.81人 0.37年 3.64人 6.06年 6.94人 11.29年

合計(人)|平均(年) 2.62人 0.71年 4.04人 1.51年 7.68人 4.91年 15.53人 9.47年
勤務地域内 19.45人人 1.20年年 45.97人人 4.99年年 58.02人人 5.70年年 107.29人人 11.28年年
勤務地域外 11.93人人 0.84年年 16.69人人 1.81年年 39.58人人 4.43年年 83.94人人 10.93年年

合計(人)|平均(年) 31.38人人 1.02年年 62.66人人 3.40年年 97.60人人 5.06年年 191.23人人 11.11年年

福祉

医療

警察

全体

非営利

不動産・建設
関係

保健師

弁護士

税理士

建築士

Ⅰ:29人 Ⅱ:34人 Ⅲ:45人 Ⅳ:17人

自治体
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このように，対峙力においては一概に言えないが，専

門力，協調力，対策力においては勤務地域内・外の多様

な主体とのパーソナルネットワークの人数と年数が大き

いほど能力値が高い傾向にあることが確認できた． 
 

（2）ケースマネジメント力と変数間の関係分析 
ケースマネジメント力と各変数の関係を明らかにする

ために，それぞれのケースマネジメント力を目的変数と

し，クラスタや年齢，勤続年数，市町村の人口規模をア

イテムとした数量化Ⅰ類分析を行った(表 10)．その結果，
専門力，協調力，対策力においてクラスタの偏相関係数

が有意であることから，これらの能力においてはクラス

タ分類の有用性が示された．また，年齢や勤続年数，人   

口規模において有意はない．このことから，専門力，協

調力，対策力は単に年齢が高く，勤続年数が長くて，市

町村の人口規模が大きいことに関係なく，防災・危機理

担当職員のパーソナルネットワークが関係することが確

認できた．一方，対峙力においては各アイテムによる有

意性は示されなかった．このことからこれらの能力にお

いてはパーソナルネットワーク，年齢，勤続年数，人口

規模による関連性はないことがわかった．  
今回の分析ではケースマネジメント力の因果関係まで

は証明できず．今後はパーソナルネットワークをはじめ，

被災経験等を用いた要因を明らかにする分析が必要とな

る．本研究の分析結果からは，専門力，協調力，対策力

の能力値が高い職員は，パーソナルネットワークが大規

模であることが確認できた．このことから，これらの災

害ケースマネジメント能力の向上には勤務地域内に限ら

ず，勤務地域外でも多様な主体の人とパーソナルネット

ワークを構築することが効果的であると示唆された． 
 

 

６．まとめ 

 
（1）本研究で得られた知見 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本研究では防災・危機管理担当職員のパーソナルネット

ワークと災害ケースマネジメント能力を把握し，それら

の関連性を明らかにした．その結果，以下の知見が得ら

れた． 
・防災・危機管理担当職員の災害ケースマネジメント能

力は災害時には専門力，協調力，対峙力，平時には対

策力の4つの因子から構成されていることが明らかにな
った． 
・防災・危機管理担当職員のパーソナルネットワークをそ

の相手として自治体職員，非営利団体，不動産・建設関

係者，保健師，弁護士，税理士，建築士，福祉関係者，

医療関係者，警察官として，それぞれ連絡が取れる人の

人数，付き合いの年数を把握した．各ネットワーク先の

平均人数と平均年数を算出したところ，勤務地域内では

自治体職員，非営利団体，不動産・建設関係者，保健師，

福祉関係者の人数が多く，勤務地域外では自治体職員，

医療関係者，警察官の人数が多くなった．また，建築士

の人数と年数が勤務地域内・外でほぼ同数となっている

が，弁護士と税理士は低い傾向にある．非営利団体，不

動産・建設関係者，保健師，福祉関係者は勤務地域内・

外で，人数と年数に大きな差があった． 
・防災・危機管理担当職員のパーソナルネットワークの

連絡が取れる人の人数と全ての災害ケースマネジメン

ト能力の間に正の相関関係が確認できた．しかし，対

峙力においてのみ相関係数が小さくなっていることか

ら，この能力とパーソナルネットワークとの関連性は

他の能力と比べて小さいことが考えられる． 
・パーソナルネットワークの勤務地域内・外の連絡がと

れる人の人数，付き合いの年数の変数を用いて Ward 法
による階層クラスタ分析を行った結果，小規模型，勤

務地域内型，福祉型，大規模・士業型の 4つに分類する
ことができた． 
・各クラスタの災害ケースマネジメント能力の平均値を 

算出すると，専門力，協調力，対策力において最も大

規模・士業型の能力値が高く，次に福祉型，勤務地域

 
図 3 各クラスタの市町村人口規模の構成 

6(20.7%)

11(32.4%)

14(31.1％)

8(47.1%)

15(51.7%)

19(55.9%)

23(51.1%)

6(35.3%)

5(17.2%)

3(8.8%)

5(11.1%)

2(11.8%)

0(0％)

1
(2.9%)

1
(2.2%)

1(5.9%)

3(10.3%)

0(0%)

(4.4%)
2

0(0%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ⅰ(29)

Ⅱ(34)

Ⅲ(45)

Ⅳ(17)

5万未満 5万～10万 11万～15万 16万～20万 21万以上

         表 9 クラスタ別のケースマネジメント力の平均値 
クラスタ名 N 専門力 協調力 対峙力 対策力 

小規模型 29 2.55 3.20 3.47 3.43 

勤務地域内型 34 2.94 3.37 3.31 3.45 

福祉型 45 3.14 3.64 3.43 3.65 

大規模・士業型 17 3.17 3.82 3.84 3.73 

 

38



 

 

9 
 

内型，小規模型の順で高い傾向にあることから，これ

らの能力に対して勤務地域内・外の多様な主体とのパ

ーソナルネットワークの人数と年数の大きさが関係し

ていると考えられる．しかし，対峙力では別の要因が

関係していると考えられる． 
・災害ケースマネジメント能力の数量化Ⅰ類分析を行った
結果，専門力，協調力，対策力においてはクラスタが

有意となっており，パーソナルネットワークが関係し

ていることが確認できた． 

 

（2）今後の方向性の示唆 

  本研究で得られた知見を踏まえた今後の方向性に関する

示唆について述べる．菅野 16)は行政，NPO/NGO の災害時
連携に対して，ネットワークを平時から構築・維持するた

めに訓練等を通した知識交換や研修が行われる必要性を

指摘している．本研究において，パーソナルネットワー
クの有用性が示されたように，行政を含む，多様な主体が

参加する研修の機会は連携強化や知識共有の促進だけでな

く，新たなネットワークを形成できる点が重要であること

が改めて確認できる．笠井ら 17)は自治体の防災・危機管理

に関する人材育成の方法のうち，派遣型の防災訓練・研修

のデメリットとして，人員や予算，受講枠数の面を挙げて

いる．しかし，本研究では勤務地域外のネットワークの構

築の有用性が示されたことから，派遣された職員が同じ研

修・訓練に参加する他自治体の職員や専門家等の勤務地外

の新たなネットワークの形成が可能である点では，職員を

派遣する機会は有益であると言える．稲継 18)や杉山 19)は自

治 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
治体職員が地域活動や自主研究活動に参加する意義とし

て，地域における人脈形成や職務，立場を超境したネッ

トワークを構築することが，職員の能力向上につながる

と指摘している．この点から，新たなネットワークを形

成する機会として，防災分野の研修等に限らず，防災・

危機管理担当職員の地域活動等への参加を奨励すること

も効果的である． 
次に，専門力及び協調力ではパーソナルネットワーク

と関連性が示されたことから，災害ケースマネジメント

において，防災・危機管理を担当する課や職員を津久井
13)が提唱する全体の統括・管理を行うセクター，調整や

中間的支援を行うセクターとして位置づけ，支援を行う

ことが効果的だと考える．菅野 20)も「部門やセクターを

超えた『調整と協働』こそが，国・地方自治体の防災・

危機管理課・復興部門の独自の役割」と述べている．事

前に防災・危機管理課や職員にこのような役割を設けた

うえで，平時から訓練や研修等でネットワーク先と顔の

見える関係を構築し，災害ケースマネジメントを実行す

る準備を行っておけば，災害時においても人員配置や支

援業務が混乱に陥らず，ネットワーク先との円滑な調整

のもと，被災者のニーズへの対応やそれらを反映させた

被災者支援施策の立案につなげることが可能となる．ま

た，対策力にも関連性があることを踏まえると，平時か

ら福祉に関わる機関と調整機能を持たせ，社会的脆弱性

を備えた世帯の個人情報の共有を図る仕組みの構築など

を行えば，災害時に発生する社会的脆弱性のある被災者

の対応の促進にもなり得る． 

表 10 ケースマネジメント力の数量化Ⅰ類分析の結果 
 

 

アイテム 

 

 

カテゴリ 

専門力 協調力 対峙力 対策力 

カテゴリ

スコア 

偏相関

係数 

カテゴリ

スコア 

偏相関 

係数 

カテゴリ

スコア 

偏相関

係数 

カテゴリ

スコア 

偏相関

係数 

 

 

クラスタ 

小規模型 -0.468 

.279*  

-0.415 

.291*  

-0.373 

.126 

-0.221 

.193** 
勤務地域型 -0.149 -0.353 -0.529 -0.214 

福祉型 0.049 -0.077 -0.378 -0.000 

大規模・士業型 0 0 0 0 
 

 

年齢 

20 代 -0.078 

.026 

-0.108 

.042 

0.150 

-.075 

-0.138 

.026 

30 代 -0.110 -0.148 -0.223 -0.321 

40 代 -0.008 -0.078 0.038 -0.091 

50 代 0.362 0.229 0.043 0.194 

60 代 0 0 0 0 
 

 

 

勤続年数 

1～5 年 -0.171 

.089 

-0.324 

.065 

-0.324 

.107 

0.022 

.026 

6～10 年 0.036 -0.020 -0.020 0.168 

11～15 年 -0.074 0.037 0.037 0.119 

16～20 年 -0.307 -0.321 -0.321 -0.431 

21～25 年 -0.069 -0.281 -0.281 -0.104 

26～30 年 0.066 -0.311 -0.311 -0.110 

31 年以上 0 0 0 0 
 

 

人口規模 

5万人未満 -0.500 

.046 

0.055 

.013 

-0.342 

.030 

-0.310 

.013 

5万～10万人 -0.512 -0.116 -0.412 -0.475 

11万～15万人 -0.599 -0.204 -0.650 -0.642 

16万～20万人 -0.648 0.020 -0.603 -0.385 

21万人以上 0 0 0 0 

                                                                                           *1％有意 **5%有意 
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最後に，災害時にマンパワー不足に陥った場合にはパ

ーソナルネットワークを通じて，専門知識・技能を持つ

支援者を獲得することも有効だと考える．大規模災害で

は，防災協定を結んでいるネットワーク先も被災するた

め，災害ケースマネジメント型の支援に参加することは

確実とは言えない．増加する被災者ニーズや平時には実

施されないような業務に対応するには地域，そして事前

の協定を超えた主体の派遣といったマンパワーも必要と

なる．そこで，本研究において，多様な主体とパーソナ

ルネットワークを構築している防災・危機管理担当職員

の存在が明らかになったことから，それらを通じて支援

への参加を呼びかけることは有効だと考えられる．しか

し，職員が個人のネットワークを優先させることはあり

得なく，また混乱を招くこととなる．そのため各自治体

の防災・危機管理担当部署内に，勤務地域内・外の外部

組織などと多くのネットワークを保有する職員を災害時

には窓口として，ネットワーク先との調整機能を持たせ

るキーパーソンとして事前に決定するといった取組を行

えば，支援への参加をより円滑に進めることが可能と考

える． 
 
（3）今後の課題 

  本研究における防災・危機管理担当職員の災害ケース
マネジメント能力は既往研究 3),14),15)や津久井の文献 13)を

もとに作成したため，今後は実際に災害ケースマネジメ

ントに参加した自治体職員のヒアリング調査等を行った

能力の抽出を行う必要がある．  
また，本研究では各地域の特性が職員の能力やパーソ

ナルネットワークに与える影響までは明らかにできなか

った．そのため，高齢化率や社会資源量に加え，地域コ

ミュニティの実態などの地域性を踏まえた調査と分析を

行う必要がある． 
 

 

補注 
 

(1) 2012 年に大船渡市では，公益財団法人の職員たちがネットワ

ーク会議など多くの会議に参加して直接築いてきたつながり

と信頼関係を活かすことで，心身の健康に課題を抱えた被災

者に伴走して支援を行い，必要に応じて支援団体や専門機関

につなぐことができた 13)．2014 年には，石巻市では，一般社

団法人の代表は個人的な呼びかけによって弁護士と連携して

支援を行った．さらに，被災者の抱える課題が多様化する中

で，様々な主体と連携し，家の修理については建築士，体調

の悪化によって医療費がかさんで家計の苦しい生活を送って

いる高齢被災者にはファイナンシャルプランナーを連れてく

ることで支援を行った 21)．福岡市を拠点に活動している特定

非営利活動法人の代表は在宅被災者への戸別訪問から始め，

被災者のニーズをキャッチした後は，自身のスキルや情報・

知識，保有するネットワークを総動員して連携サポートを行

っている 13)． 
(2) パーソナルネットワークについて，金澤 22)はある個人が他の

諸個人と取り結ぶつながりのことであると指摘している．馬

場ら 5)や松村ら 6)は自治体職員のパーソナルネットワークのな

かでも弱い紐帯が効果的であったことを確認した．馬場ら 5)

は弱い紐帯とは親族関係や親友といった社会的に強い紐帯で

はなく，知っている人というような社会的に弱い繋がりであ

るとしている．上記の内容を踏まえ，本研究ではパーソナル

ネットワークは「個人が他者と結ぶ弱い紐帯」と定義した． 

(3) 防災・災害対策業務の全般を管轄する危機管理課が配置され

ている基礎自治体では，課全体の職員に対して質問紙の配布

を依頼した．防災・災害対策は総務課が管轄する複数の業務

の一つとなっている基礎自治体においては，質問紙の配布は

防災・災害対策業務を担当している職員に限り依頼すること

とした． 
(4) 京都市では各区役所の総務・防災担当が罹災証明書の発行や

いくつかの被災者支援金制度を担当している．また，政令指

定都市である仙台市 2)では，市の復興事務局と区役所が役割

分担をした上で支援体制をとっていたことや，同様に熊本市
3)においては基本的に区ベースで取り組みが行われており，

区役所を中心とした地域の関わり合いを意識して施策を展開

することで，縦割りになった福祉制度の連携を模索すること

を検討している．以上を踏まえて，本研究では，政令指定都

市である京都市に関しては本庁と行政区ごとの調査を行うこ

ととし，京都市役所本庁の防災・危機管理部の職員と各区役

所の総務・防災担当職員の両方に調査依頼を行った．京都市

役所本庁と各区役所の職員については，他の市町村と別集計

のうえ，数量化Ⅰ類分析を用いて本庁または区役所勤務である

のかの名義尺度の変数を投入して分析することとしていた． 
(5) アンケート調査では，各ネットワーク先において「連絡が取

れる人が何人いるのか，その人たちと知り合ってから何年く

らいの人が多いのか」という設問文で，パーソナルネットワ

ークを把握した． 
(6) ケースマネジメント力の項目は既往研究 3),14),15)・文献 13)を参

考に設問項目を設計しており，防災・危機管理担当職員のケ

ースマネジメント力の実態を適切に示しているとは言い難く，

より詳細な構造を把握する必要があると考え，今回は主成分

分析ではなく，因子分析を用いた．また，分析方法では手元

にあるデータから見て，最もありえそうな因子モデルを推定

する方法であり，因子パターンが単純構造になりやすく，解

釈が容易である最尤法(プロマックス回転)を用いた． 
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   This study focuses on the relationship between disaster-related deaths and chronic disease. Eighty-two patients in 
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１．はじめに 
 
阪神・淡路大震災では「災害による死者」の捉え方が

大きく変化した．すなわち，家屋倒壊や家具転倒などが

原因による死者に加えて，厳しい避難生活での精神的ス

トレスや劣悪な生活環境などが原因による死者も災害に

よる死者であると認識されるようになり，災害弔慰金の

支給対象になった．後者が災害関連死（以下，関連死と

呼ぶ）である．関連死はその後の災害でも繰り返し発生

している．たとえば，2004 年新潟県中越地震，2011 年東

日本大震災，2016 年熊本地震，2018 年西日本豪雨はいず

れも 50名以上の関連死が発生した． 

奥村(2021) 1)(図 1)は，過去の主な災害に関する最大避

難者数と関連死発生率（避難者 1 万人あたりの関連死者

数）の関係に注目して，関連死発生率は最大避難者数の

増加に伴い指数関数的に増加する傾向が見られることを

指摘した．また，「関連死対策の効果が十分に出ていれ

ば，同図のプロットは後続の災害ほど曲線の下側に現れ

るはずであるが，実際にはそうはなっていない」とし，

阪神・淡路大震災以降，「関連死発生率を下げるほどの

有効な対策が実施できていない」と指摘した． 

 2016 年熊本地震の関連死は 218 名である．図 2 は熊本

県が平成 30 年 3 月 12 日に発表した県内 197 例の関連死

発生場所である．震災前から自宅にいて，そのまま自宅

滞在中に死亡するケースが最も多く全体の約 4 割を占め

 
図 1 最大避難者数と関連死発生率（引用：奥村，20

211）） 

 

 
図 2 熊本地震における関連死の発生場所（熊本県

「震災関連死の現況について（平成 30 年 3 月

12 日発表）のデータに基づいて著者らが作

成」） 
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る．病院や介護施設，避難所と比べて，自宅滞在者は家

族以外の他者の目が行き届かないため，心身の不調を早

期に発見し，適切な処置を行うことが難しいと考えられ

る．そのような環境下で多くの関連死が発生した可能性

がある．将来の災害における関連死発生率を下げるため

に，関連死発生の実態を明らかにし，有効な対策を明確

にする必要がある． 

本研究では，熊本地震を事例に，関連死発生の実態を

持病との関係に注目して明らかにする．ただし，関連死

の死亡原因と持病の種類は多岐に及ぶため，両者の関係

を分析するために国際疾病分類を用いた．国際疾病分類

は世界保健機関が作成した疾病分類であり，国内外で広

く使用されている．詳細は後述する． 

 

２．災害関連死に関する先行研究 
 

実務面においては，災害時における保健活動が関連死

を防ぐために重要な役割を果たしている．そこで本研究

では，まず災害時に保健師をはじめとした保健医療活動

を担う行政職員（保健師，医師，歯科医師，獣医師，薬

剤師，管理栄養士，看護師，歯科衛生士などの専門職や

事務職）が効果的な公衆衛生活動を行うことができるよ

う，参考資料として作成されたガイドライン「災害時の

保健活動推進マニュアル」（日本公衆衛生協会，2020 年

3月改定）をレビューする．同ガイドラインは，阪神・淡

路大震災を受け，1996 年に初版が作成されて以降，その

後の多様な災害経験を踏まえ，検証と改訂が繰り返され

ている． 

次に，先行研究をレビューする．ただし，関連死は日

本でのみ通用する概念であるため国内のジャーナルに絞

る．本研究では「地域安全学会論文集」と「自然災害科

学」の 2 誌に絞り，医療分野ではなく，防災分野におけ

る関連死に関する研究の動向を把握した．具体的には，

「関連死」でキーワード検索をして，J-STAGEでヒットし

た両誌の論文（それぞれ，12 編と 1 編）をレビューする．

ただし，「関連死者の人数を除く」という文言を含む論

文まで多数ヒットしたため，それらは除外した． 

 

(1) 関連死を防ぐ保健活動の動向 

 災害が発生すると，保健予防対策として保健師等によ

る避難所等巡回体制が構築される．ガイドライン「災害

時の保健活動推進マニュアル」2)には，健康課題毎に，高

リスクとなる要件（避難生活状況や市民の属性など），

生じうる症状，市町村の保健衛生部局等が実施すべき対

策，個々人への看護ケア・保健指導等が整理されている．

具体的には，起こりやすい健康課題順に，（１）深部静

脈血栓症，（２）低体温症，（３）熱中症，（４）一酸

化炭素中毒，（５）粉じん，（６）便秘，（７）慢性疾

患，（８）生活不活発病が挙げられている．また，指定

された避難所・福祉避難所のほかに自主避難所が存在す

ることや，避難所に行けず在宅で生活する人びとの健康

課題にも言及した上で，「避難所・応急仮設住宅」の避

難者と「自宅待機者」に対して実施すべき保健活動が，

分けて整理されている． 

 さらに，感染症対策，歯科保健，こころのケアについ

ても，高リスクとなる要件，保健衛生部局等が実施すべ

き対策，個々人への看護ケア・保健指導等が整理されて

いる．感染症対策に関しては，（１）インフルエンザ，

（２）感染性胃腸炎，（３）破傷風，（４）結核が挙げ

られている． 

 

(2) 揺れの大きさと関連死の規模 

吉村らは一連の研究 3)〜5)で，1999年から2008年の間に

発生した地震の死者を分析し，「ショック・ストレス・

疲労・病状悪化」が原因による死者は最大震度が大きく

なるほど多くなること，また，震度が 4 や 5 弱と比較的

小さくても発生していることを明らかにした．また，

「土砂災害」「建物被害」が原因による死者と比べて，

60 代以上の割合や震度 6 強での死亡率が高いことも明ら

かにした． 

 

(3) 風水害における関連死の規模 

 牛山ら(2021)6)は，風水害における死者数について，

1995年以降と1994年以前とで比較する場合には関連死を

除いた死者数を用いるべきであると述べるなど，風水害

における直接死を分析するという視座から関連死にも言

及している．たとえば，風水害における関連死は１事例

あたり数人規模と比較的少ないという事実（西日本豪雨

は例外）に言及している． 

 

(4) 関連死を防ぐ対策に関する研究 

a) 避難所環境 

 有吉ら(2020)7) や有吉ら(2020)8)は，避難所運営マニュ

アル，住民による避難所の自主運営，避難所運営訓練の

視点から避難所運営のあり方を検討している．また，避

難所運営者の養成の観点から教育コンテンツの開発も行

われている（たとえば，冨田ら(2020)9)）．さらに，金ら

(2020)10)によって，コミュニティ避難所として民間駐車

場の活用可能性を検討した研究も実施されている． 

b) 福祉避難所と災害時要援護者 

福祉避難所が一般的でなかった時代から，老人福祉施

設と地域住民組織との連携に関する研究（たとえば，関

ら(2001)11)）など，災害時に介護が必要な災害時要援護

者に関する研究が実施されている．  

その後，福祉避難所の整備が進むにつれて，竹葉ら

(2009)12) や竹葉ら(2013)13)によって，福祉避難所の整備

状況や要援護者支援の取組状況等が，アンケート調査や

条例の策定過程の分析によって把握された．また，実際

の災害時における，福祉避難所の受入実態を把握する調

査も実施された．岡田(2016)14) による2014年広島土砂災

害を事例にした分析である． 

c) 自治体の対応業務 

 山田ら(2005)15)は情報課題の解決により業務効率の向

上が実現されることで，被災者の早期生活再建に資する

ことを目標に，震災時の復旧業務における情報課題を明

らかにし，課題解決を図るために情報の効率的な処理方

 
図 3 災害弔慰金支給審査委員会答申結果一覧 
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式を提案し現場での実証を行った． 

以上のレビューにより，保健医療活動を担う行政職員

が関連死を防ぐために実施している対応の全体像を把握

することができた．また，先行研究の多くは関連死対策

に軸足を置いたものであることが分かった．そして，そ

れらの多くは各種対策が具体的にどのように関連死を減

少させることが期待され，実際の災害でどのような効果

があったのかについては十分に検討されていない． 

対策の有効性を高めるためにも，関連死の実態把握が

求められる．吉村ら(2009)3)は「ショック・ストレス・疲

労・病状悪化」による死者の数と揺れの大きさの関係を

明らかにした．病状悪化は持病の悪化と同義であると考

えられる．本研究では，この持病の有無が関連死とどの

ような関係にあるのかを明らかにする． 
 
３．研究手法 
 
(1) 使用するデータ 

本研究では，(A)熊本市災害弔慰金支給審査委員会答申

結果一覧，(B)熊本県広域行政不服審査会答申書，(C)審

査庁裁決書の 3種類の資料を使用した．いずれも 2016 年

熊本地震時に熊本市で発生した関連死に関する資料であ

り，同市から入手した．熊本地震では 218 名の関連死が

発生したが，本研究ではそのうち熊本市で発生した 82 名

分のデータを分析対象とした． 

資料(A)は熊本市災害弔慰金支給審査委員会による答申

資料であり，平成29年 6月 23日から平成30年 5月 28日

までに実施された第 2回から第 46回までの答申結果であ

る．同資料だけで熊本市で発生した関連死 82 名中 81 名

分の情報が入手できる．具体的には，死亡原因と死亡経

過・判定理由の項目が閲覧できる．後者の項目には，既

往症の病名，避難所生活の有無，被災した場所，死亡前

の生活環境が記載されている．図 3 に示す通り，年齢，

性別，死亡日時は黒塗りされており把握できなかった． 

資料(B)は，災害弔慰金不支給と判定された上記委員会

の判断に対する不服申し立て資料（令和 2 年 6 月 19 日）

であり，資料(C)は申し立てを受けて審査した結果，支給

が適当であると結論づけた裁決書（令和 2 年 7 月 21 日）

である．そのため，両資料は同一人物の関連死について

の情報が入手できる．  
 

(2) 持病と既往症 

「持病」と「既往症」は，本来，その病気が治ってい

るのかどうかで使い分けられる用語であるが，慢性的な

病気も多いため，治療中の病気を含めて「既往症」とい

う用語が使用される場合もある．図3に「◯年以上前から

糖尿病の既往歴有り」とあるが，これも治療中であった

可能性を排除できない．そこで，本研究では，対象資料

は持病を含めて既往症という用語を使用していると考え

た．その上で，読者の混乱を避けるため，本研究では対

象資料に単に「既往症」と記載されていても「持病・既

往症」と併記して論ずることにした．  

 

(3) 国際疾病分類第 10版（ICD-10）の概要 

 厚生労働省 16)によると，国際疾病分類とは，異なる国

や地域から，異なる時点で集計された死亡や疾病のデー

タの体系的な記録，分析，解釈及び比較を行うため，世

界保健機関憲章に基づき，世界保健機関が作成した分類

である．各種疾病に対してアルファベットと数字を用い

たコードが付与されている．図 4 は，国際疾病分類第 10

版（2013 年版）（ICD-10）の大分類一覧である． 

また，国際疾病分類には階層性があり，大分類，中分

類，小分類，細分類の 4 層構造になっている．たとえば，

前壁の急性貫壁性心筋梗塞であれば，循環器系の疾患

（大分類）＞虚血性心疾患（中分類）＞急性心筋梗塞

（小分類）＞前壁の急性貫壁性心筋梗塞（細分類）とな

っている（図 5）． 

 

(4) ICD-10 を用いた死亡原因と持病・既往症の関係分析 

本研究では，第一に，死亡原因と持病・既往症，それ

ぞれについて ICD-10 の大分類を用いた疾病別構成を明ら

かにする．個々の疾病の大分類の把握には，標準病名マ

スター作業班 17)が運用する病名検索システムを利用した． 

第二に，死亡原因別（ICD-10 大分類）に持病・既往症

保有率と持病・既往症の疾病別構成（ICD-10 大分類）を

明らかにする．  

第三に，関連死の持病・既往症保有率を平常時の持病

保有率との関係から考察する．平常時における持病保有

状況については厚生労働省による国民健康・栄養調査 18)

の統計データを使用する．持病・既往症にはさまざまな

種類があるが，本研究では高血圧症と糖尿病に注目する．

使用するデータは，2014 年から 2019 年における 60 代以

上の平均値とした．なお，2014年から2019年まで，60代

以上の高血圧症保有率は 66.6％，64.4％，66.6％，

68.8％，68.7％，64.0％，糖尿病保有率は 19.9％，

21.5％，20.8％，20.7％，19.2％，22.9％である． 

また，資料(A)から資料(C)では，既往症として高血圧

 
図 4 国際疾病分類第 10 版（2013 年版）の大分類一覧

（引用：標準病名マスター作業班 HP16）） 

 

 

 
図 5 国際疾病分類第 10版（2013 年版）の階層性 

 

循環器系の疾患 虚血性心疾患

高血圧性疾患

・・・・

急性心筋梗塞

狭心症

・・・・

前壁の急性貫壁性
心筋梗塞

下壁の急性貫壁性
心筋梗塞

・・・・

⼤分類 中分類 ⼩分類 細分類

I00~I99 I20~I25 I21 I21.0

I10~I15 I20 I21.1

45



 

 

4 
 

症ではなく，高血圧と記載されていた．同資料は弔慰金

支給の審査資料であり，一時的な血圧の高まりという意

味での高血圧ではなく，安静時でも慢性的に血圧が高い

状態が続いている高血圧症を指していると考えられるが，

厳密には確かめられない． 

 

４．関連死と持病・既往症の関係 

 
（1）ICD-10 に基づく死亡原因と持病・既往症の特徴 

図 6 は(a)死亡原因のグルーピングと(b)死亡原因の疾

病別（ICD-10 大分類）構成である．各グループの上部の

記号は ICD-10コードである．標準病名マスター作業班 16)

が運用する病名検索システムでヒットしなかった内因性

急死などの5種類の死亡原因はまとめて「ICD10に記載の

ない疾病」としてグルーピングした．死亡原因として 2

つの疾病名が記載されていたケースが 1 件あったため，

(a)の人数の合計数が熊本市の関連死の総数の82名より1

名多くなる． 

図 6(a)から，83 名の死亡原因は 8種類のカテゴリーに

大別されることが分かった．また，循環器系の疾患と呼

吸器系の疾患の 2種類で全体の 6割を占めている． 

図 7 は(a)持病・既往症のグルーピングと(b)持病・既

往症の疾病別（ICD-10大分類）構成である．(a)の人数の

合計数は死亡原因と同数の 83 名になったが，これは偶然

であり，持病・既往症のない関連死も 27 件存在する点に

注意されたい．詳細は後述する．図 6,7(b)について死亡

原因，持病・既往症の種類が多種であることがわかった． 

また，循環器系疾患に分類される複数の持病・既往症

が記載されていたケースについては，まとめて 1 名とし

てカウントした．なぜなら，同じ大分類の疾患であれば

病気の性質として似ている．それぞれ分けて持病・既往

症を数えるよりも，まとめた方がより死亡原因と持病・

既往症との間の関係に乖離がなく実態を捉えていると考

えたからである．たとえば，死亡原因がクモ膜下出血，

持病・既往症が高血圧，脳梗塞，脳低動脈瘤というケー

 
 

(a) 死亡原因のグルーピング 

 
 

 
(b) 死亡原因の疾病別(ICD-10 大分類)構成 

 
図 6 関連死者の死亡原因の特徴(熊本市の事例) 

36%

28%

17%

1%
10%

5%
2% 1% 呼吸器系の疾患

循環器系の疾患

ICD10に記載のない疾病

新⽣物〈腫瘍〉

症状，微候及び異常臨床所⾒(※1）

損傷，中毒及びその他の外因の影響

感染症及び寄⽣⾍症

内分泌，栄養及び代謝疾患

N=83
（※1） 症状，徴候及び異常臨床所⾒・

異常検査所⾒で他に分類されないもの

 
 

(a) 持病・既往症のグルーピング 

 

 

 
(b) 持病・既往症の疾病別(ICD-10 大分類)構成 

 
図 7 関連死者の持病・既往症の特徴(熊本市の事例) 

 

18%

30%
27%

4%

2%
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15%

呼吸器系の疾患
循環器系の疾患
ICD10に記載のない疾病
新⽣物〈腫瘍〉
消化器系の疾患
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46



 

 

5 
 

表 1 関連死の死亡原因別（ICD-10 大分類）の持病・既往症保有率（熊本市の事例） 

 
 

表 2 死亡原因別（ICD-10 大分類）の持病・既往症の疾病別構成（ICD-10 大分類）（熊本市の事例）． 

1人で複数の持病・既往症を抱えている場合がある．  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

単位（⼈）

A,B C,D E G I J K M N R S,T ー

感染症及び寄⽣⾍症 A,B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
新⽣物〈腫瘍〉 C,D 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
内分泌，栄養及び代謝疾患 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
神経系の疾患 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
循環器系の疾患 I 0 0 4 0 12 2 0 1 0 0 0 5 17
呼吸器系の疾患 J 0 2 4 1 5 12 2 0 1 0 0 5 18
消化器系の疾患 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
筋⾻格系及び結合組織の疾患 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎尿路⽣殖系の疾患 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
症状，徴候及び異常（※1） R 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4
損傷，中毒及びその（※2） S,T 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
ICD10に記載のない疾病（※3） ー 0 0 3 1 7 0 0 0 0 0 0 5 11
合計 0 3 12 2 25 15 2 1 1 0 0 22 56

死亡原因の種類（ICD-10に基づく） ICD10
コード

持病・既往症の種類（ICD-10に基づく） 持病・既往症あり
関連死

死者数（⼈）

（※1） 症状，徴候及び異常臨床所⾒・異常検査所⾒で他に分類されないもの
（※2） 損傷，中毒及びその他の外因の影響
（※3）コードはないが11⼈中8⼈は⼼臓に関連する死因であり循環器系疾患に分類が予想される

 
図 8 平常時の高血圧症保有率（60代以上）と関連死の

高血圧保有率（熊本市の事例） 

 

 

 
図 9 平常時の糖尿病保有率（60代以上）と関連死の 

糖尿病保有率（熊本市の事例） 
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スがあったが，これは図 7(a)の循環器系疾患で 3 名では

なく，1名とカウントした．消化器系疾患についても同様

に処理しており，吸収不良症候群とヘルニアは同一人物

の持病・既往症である．  

図 7(a) から，83 名の持病・既往症は 9 種類のカテゴ

リーに大別されることが分かった．また，循環器系疾患，

呼吸器系の疾患で全体の 4 割を占めている．また，内分

泌，栄養及び代謝疾患は全体の 1割を占めている． 

 

（2）死亡原因別（ICD-10大分類）の持病・既往症保有率 

関連死の死亡原因別（ICD-10 大分類）の持病・既往症

保有率を表 1 に示す．同表から，死亡原因に関係なく持

病・既往症保有率は 50％以上であり，関連死者のうち

67％が持病・既往症を保有していたことが分かる．また

ICD-10 に記載のない疾病が死亡原因であった 14 人中 11

人は心臓に関する疾病であり，循環器系疾患に分類され

る．死亡原因が循環器系疾患の場合と同様に 7 割を超え

る高い持病・既往症保有率となっているのはそのためで

ある． 

 
（3）死亡原因別（ICD-10大分類）の持病・既往症の疾病

別構成（ICD-10 大分類） 

 死亡原因別（ICD-10 大分類）の持病・既往症の疾病別

構成（ICD-10 大分類）を表 2 に示す．表中の太枠は，死

亡原因と持病・既往症が同じ種類の疾病であることを意

味する．たとえば，死亡原因と持病・既往症がともに循

環器系疾患であるケースが 12 例あったことが分かる．こ

のような事例は計 25 例ある．持病・既往症ありの関連死

（56例）のうちの 55.5%である．  

 

５．平常時と災害時の持病・既往症保有率の比較 
 

関連死の持病・既往症保有率を平常時の持病保有率と

の関係から考察する．関連死82名中の高血圧保有者は19

名，糖尿病保有者は 11 名であり，この 2種類の疾患が持

病・既往症の中でも大半を占めており，ここではこれら

の疾患に注目する． 

図 8 は平常時の高血圧症保有率と関連死者の高血圧保

有率の関係を示している．平常時の保有率が 66.5％であ

るのに対し，関連死者の保有率は 23.2％と 3 分の 1 程度

であることが分かった．高血圧症保有者は災害時にうま

く関連死を回避できている可能性がある． 

次に，図 9 は平常時の糖尿病保有率と関連死者の糖尿

病保有率の関係を示している．平常時の保有率が 20.8％

であるのに対し，関連死者の保有率は 13.4％であった．

高血圧症と同様に，糖尿病保有者も災害時にうまく関連

死を回避できている可能性がある． 

災害弔慰金支給審査委員会の答申書に持病・既往症に

ついての記入欄が個別に設けられていないため，持病・

既往症の記載漏れがある関連死者も存在する可能性があ

る．しかし，この点を考慮しても，高血圧症と糖尿病に

関しては，持病・既往症があるから関連死を招きやすい

とは言えないことを示唆している．すなわち，これらの

持病・既往症を保有していない方が関連死のリスクが高

い可能性がある．今後，さらにその仕組みを詳細に分析

し，関連死の発生率を下げるためにすべきことを明確に

する必要がある． 

最後に，本研究で用いた厚生労働省「国民健康・栄養

調査」と熊本市「災害弔慰金支給審査委員会答申結果一

覧」のデータ取得方法の違いの影響についても考察する．

前者のデータは，有症者を積極的に掘り起こしている．

そのため，本人に自覚症状がない場合を含めた有症率で

ある．他方，後者のデータは申請者の把握レベルの影響

を受ける．つまり，本人が自覚していたかどうかという

ことに加えて，それを申請者が把握していたかどうかに

よって，有症者の掘り起こしに限界があり，そもそも有

症率は実態より低く算出される．したがって，両データ

から得られた持病・既往症保有率は前述したほど大きな

差はない可能性もある．また，病気を患っているという

自覚がなかったために，十分に注意できず，関連死で命

を落としたとの解釈も可能である. 

 

６．結論 
 

本研究では，2016 年熊本地震における熊本市の関連死

82 名を対象に，その全てにおいて死亡原因と持病・既往

症の情報を整理し，両者の関係を明らかにした．また，

平常時，災害時の持病・既往症保有状況も比較し考察し

た．その結果，以下の知見を得ることができた． 

・ 死亡原因と持病・既往症，それぞれについて ICD-10

の大分類を用いて疾患別構成を明らかにした．83 名

の死亡原因は 8 種類のカテゴリーに大別された．ま

た，循環器系疾患，呼吸器系疾患の2種類で全体の6

割を占めている．83 名の持病・既往症は 9 種類のカ

テゴリーに大別される．また循環器系疾患，呼吸器

系疾患で全体の 4 割を占めている，さらに内分泌，

栄養及び代謝疾患は全体の 1割を占めている． 
・ 死亡原因別（ICD-10 大分類）に持病・既往症保有率

については，死亡原因に関係なく持病・既往症保有

率は 50％以上であり，関連死者のうち 67％が持病・

既往症を保有していた．また持病・既往症の疾病別

構成（ICD-10 大分類）については，死亡原因と持

病・既往症が同じ種類の疾病で亡くなった方は

55.5％であった． 

・ 平常時と災害時の持病・既往症保有率の比較につい

ては，高血圧症保有率の平常時，災害時がそれぞれ

66.5％，23.2％であった．また糖尿病保有率の平常

時，災害時がそれぞれ 20.8％，13.4％であった．こ

れらの点から，高血圧症，糖尿病に関しては持病・

既往症があるから関連死を招きやすいとは言えない

ことを示唆している． 

第一にこのような持病・既往症保有者が命を落とす場

合があるとするならば，それはどのような状況なのか．

第二に災害時に命を落としやすい持病・既往症保有者と

はどのような方々なのか．第三に災害時に命を落としや

すい持病・既往症保有者とは平常時と災害時でどのよう

な対応をしていたのか，さらに検討が必要である． 

最後に本研究で用いた厚生労働省と熊本市のデータは

取得方法が異なっており，両データから得られた持病・

既往症保有率は大きな差がない可能性もあることに留意

されたい．  
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The revision of the Basic Act on Disaster Countermeasures in 2021 addressed this root cause by making it an 
obligation of effort for municipalities to create individual evacuation plans for those truly in need of support in which 
welfare professionals participate in the creation. However, the method of identification of those in need has not yet 
been established, and needs to be established as soon as possible. A survey and judgment were conducted on 1914 
home users of long-term care insurance services in Takashima City, Shiga Prefecture by the care manager in charge, 
and a binomial logistic regression analysis was performed on the data. Predictions were made for those who truly need 
assistance using the exact model and the model with margins. And suggestions were made to improve the accuracy. 
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persons with special needs in times of disaster，hazard vulnerability，GIS mapping of social vulnerability 
 
 
１．はじめに 
 

研究の背景

日本は自然豊かで四季の変化に富むが，それゆえに多

様な自然災害が発生し，またその頻度も高い．近年では，

超大型の台風の到来や，記録的な豪雨や長雨などの風水

害も多く，また，地震も日本各地で起こっている．私た

ちは，自分の生活エリアと生活状況に応じた備えを行い，

いざという時には適切に判断し難を逃れる行動をしなけ

ればならない． 
しかし，実際に洪水や地震が起こると，高齢者や障が

いのある人に被害が集中する． 

日本では，1980年代後半から「災害弱者」という言葉

が使われ始め，40年以上にわたり対策を行ってきた1)2) ． 
1986年から翌年にかけて，福祉施設で火災が起こり，

自力で逃げられなかった高齢者や障がいのある方が犠牲

になった．これを契機として，災害対策上特別な配慮が

必要という認識が広り，災害弱者が概念化された(国土庁

1986 (1) ． 

しかし，災害弱者の存在が認識されても，被害の集中

は続いた． 年 月に発生した新潟・福島豪雨， 年

月の台風 号， 年 月に発生した新潟中越地震で

も被害は高齢者・障がいのある方に集中していた．それ

を受けて， 年 月に，災害時要援護者避難支援ガイド

ラインが公開された(2)(3)．ガイドラインでは，要援護者

名簿を作成し，個別避難計画に取り組むことが盛り込ま

れている．また，要援護者情報の収集・共有へ向けた取

組の進め方として，対象者の考え方については「介護保

険の要介護度」「障害程度」「一人暮らし高齢者，高齢

者のみの世帯」の例を示している．

災害対策基本法は， 年に発生した伊勢湾台風をき

っかけに 年に制定された法律である． 年には，

年に発生した東日本大震災を教訓として，高齢者，

障がいのある方，乳幼児等の防災施策において特に配慮

を要する人（要配慮者）のうち，災害発生時の避難等に

特に支援を要する人の名簿（避難行動要支援者名簿）の
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作成を義務付けること等が規定された．避難行動要支援

者名簿の作成・活用に係る具体的手順等を盛り込んだ

「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」

も策定された(4)(5)(6)． 

その後，名簿作成は順調に進み， 年には，全国の

市町村のうち 団体 の市町村で作成されている
(7)．

しかし， 年以降も自然災害の被害は高齢者・障が

いのある人に集中した． 年に岩手県今泉市で発生し

た台風 号災害， 年に発生した西日本を襲った 月豪

雨， 年に発生しし東日本を襲った台風 号， 年

に発生した熊本県の 月球磨川豪雨では，やはり高齢者，

障がいのある方に被害が集中した(8)．

避難行動要支援者名簿の作成を義務化し，避難に支援

が必要な人々の名前を掲載していても，高齢者や障がい

のある人の命を守る目的は果たせていない．「災害弱者」

という認識が出来てから既に 年近くが経つが，依然と

して高齢者や障がいのある人らが犠牲になるのは，犠牲

が発生するメカニズムに沿った対策が取られていなかっ

た為である．つまり，根本原因を理解し，根本的な対策

が取られていなかったことで，洪水や地震などのハザー

ドが発生するたびに，高齢者や障がいのある人が犠牲に

なり続けている．

ら 3)は，災害を

          災害＝f (ハザード, 脆弱性)        [1]        

 

と定式化し， で，基層

としての根本原因（ ）と，中層としての動的

圧力（ ），そしてハザードに面する表

層としての安全でない状況（ ）の構造

的関係（社会的脆弱性の進行過程）が，ハザードに曝さ

れることにより災害が発生するとモデル化しているが，

立木 4)5)は，高齢者や障がいのある人に犠牲

が集中する根本原因が行政内部の福祉部局と危機管理部

局の連携ができていないという縦割り体制にあると指摘

した そこに超高齢社会化が動的圧力として加わり，かつ，

高齢者や障がいのある方の地域生活の促進も実施されて

いるが，そのような要因が積み重なったところに，自然

が猛威を振るうと高齢者や障がいのある方に被害が集中

する状況が起こっているのである．つまり，誰もが住み

慣れた地域でいつまでも暮らすことを促進する地域包括

ケアシステムの取り組みや，障がいのある人や高齢者が

病院や施設を出て地域で暮らす移行支援が促進されてい

るが，地域社会での生活は，平時は介護保険や障害福祉

サービスなどでカバーされるものの，それらの提供は災

害発生時については基本的に想定されていない．介護や

福祉のサービスを利用することで，支援が福祉専門職に

よるものだけになり，隣近所との縁が薄くなっていれば，

いざという時の地域社会に因る支援には結びつかず，被

害が集中してしまうのである．

東日本大震災の犠牲者について，福島県，岩手県，宮

城県でその状況を調査したところ，宮城県だけが障害者

手帳所持者の犠牲が 倍だった．この背景として地域生

活を促進していて在宅生活者が多かったことがある．つ

まり，障害福祉サービスの導入など平時の支援は福祉部

局が担っていたが，危機管理部局との連携はなされてお

らず，非常時の対応が考慮されていなかったという行政

の縦割り体制が背景にあった6)7)8)．

その後，東日本大震災や 年台風 号による豪雨災

害の状況から，災害対策基本法は根本原因に対応するよ

う行政や制度の分断を連結する策を盛り込み， 年 月

に改正された(9)．

改正では，市町村に対し，福祉専門職を交えて災害時

の当事者支援を考え，地域住民と共に個別避難計画を作

るようその作成が努力義務化された17)．

改正災害対策基本法では個別避難計画の作成を計画作

成の優先度が高い人から順に，７つのステップに沿って

行う方針を示し，ステップ２では「対象者を選定」する

ことになっている(10)．優先度は，「地域におけるハザー

ドの状況」「当事者本人の心身の状況等」「当事者本人

の居住実態等」の 点に基づいて決めるように示されて

いるが，具体的な決定手順や基準は示されていない．

しかし，高齢化が進み，支援力が非常に限られた状況

にある現代の地域社会では，誰の支援計画から作ってい

くかを決めることがまず必要である．効率よく，的確に

支援につなげていくため，「真に支援が必要な方」(11)を

抽出する基準や手順を定めることが求められている．

本論文の目的は「真に支援が必要な方」の抽出の方法

を提案する事である．本論文の構成は以下のとおりであ

る．次節以降で先行研究と本研究の目的を述べる．次に，

章では研究方法について述べる．そして， 章では研究

１として介護支援専門員全員のデータを用いて脆弱性の

パラメタの推定を試みた． 章は研究２として，研究１の

問題点に対し，モデルの的中率を高めるためにサンプル

を限定してパラメタを推定した． 章後半では，ハザード

条件と重ね合わせて，「真に支援が必要な方」の推定を

行った．

先行研究

これまで，災害時における高齢者や障がいのある方の

個人について，災害脆弱性の計量を検討した研究がいく

つかある． 
越智ら(2007)9)は，ハザードと本人の心身の状態，なら

びに周囲との関係性に注目し，災害時要援護度の概念を

構築した．ここでは，個別にハザードのみや，本人の心

身の状態だけからみたリスクの有無とは異なり，脆弱性

は本人と環境（支援者や住居の状態）とハザードの関係

性概念によって規定されていると述べている． 
Comafayら(2009)10)は，神戸市兵庫区で暮らす障がいの

ある方個人毎の支援の必要性に着目した．脆弱性を，越

智らが立脚した例も参考に，「人―環境相互作用モデル」

に基づいて分析，地図化している． 
河村ら(2013)11)は，京都府京都市西京区において災害

時要援護者個々人の社会的な脆弱性を測定するために，

「要介護度」，「社会的孤立度」，「住宅・居室 の危険

度・老朽度」の 3 項目に着目して指標を作成した．構成

要素間の影響について言及している． 
これらの研究は，当事者の災害リスクをハザードと脆

弱性の関数式[1]として位置づけ，さらに脆弱性は主体の

条件と客体的資源の関数式として，以下のように捉えて

いる． 
 

脆弱性=f (主体の条件, 客体的資源)        [2] 

 

そして，式[2]を式[1]へ代入することで，下記の式を得る． 
 

当事者の災害リスク ＝ 

f1(ハザード, f2(主体の条件, 客体的資源))     [3] 

 

つまり，当事者の災害リスクは，ハザードならびに主体

と客体の関係によって定義される．ここでComafayらや
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者名簿の作成・活用に係る具体的手順等を盛り込んだ

「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」

も策定された(4)(5)(6)． 

その後，名簿作成は順調に進み， 年には，全国の
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(7)．

しかし， 年以降も自然災害の被害は高齢者・障が

いのある人に集中した． 年に岩手県今泉市で発生し

た台風 号災害， 年に発生した西日本を襲った 月豪

雨， 年に発生しし東日本を襲った台風 号， 年

に発生した熊本県の 月球磨川豪雨では，やはり高齢者，

障がいのある方に被害が集中した(8)．

避難行動要支援者名簿の作成を義務化し，避難に支援

が必要な人々の名前を掲載していても，高齢者や障がい

のある人の命を守る目的は果たせていない．「災害弱者」

という認識が出来てから既に 年近くが経つが，依然と

して高齢者や障がいのある人らが犠牲になるのは，犠牲

が発生するメカニズムに沿った対策が取られていなかっ

た為である．つまり，根本原因を理解し，根本的な対策

が取られていなかったことで，洪水や地震などのハザー

ドが発生するたびに，高齢者や障がいのある人が犠牲に

なり続けている．

ら 3)は，災害を

          災害＝f (ハザード, 脆弱性)        [1]        

 

と定式化し， で，基層

としての根本原因（ ）と，中層としての動的

圧力（ ），そしてハザードに面する表

層としての安全でない状況（ ）の構造

的関係（社会的脆弱性の進行過程）が，ハザードに曝さ

れることにより災害が発生するとモデル化しているが，

立木 4)5)は，高齢者や障がいのある人に犠牲

が集中する根本原因が行政内部の福祉部局と危機管理部

局の連携ができていないという縦割り体制にあると指摘

した そこに超高齢社会化が動的圧力として加わり，かつ，

高齢者や障がいのある方の地域生活の促進も実施されて

いるが，そのような要因が積み重なったところに，自然

が猛威を振るうと高齢者や障がいのある方に被害が集中

する状況が起こっているのである．つまり，誰もが住み

慣れた地域でいつまでも暮らすことを促進する地域包括

ケアシステムの取り組みや，障がいのある人や高齢者が

病院や施設を出て地域で暮らす移行支援が促進されてい

るが，地域社会での生活は，平時は介護保険や障害福祉

サービスなどでカバーされるものの，それらの提供は災

害発生時については基本的に想定されていない．介護や

福祉のサービスを利用することで，支援が福祉専門職に

よるものだけになり，隣近所との縁が薄くなっていれば，

いざという時の地域社会に因る支援には結びつかず，被

害が集中してしまうのである．

東日本大震災の犠牲者について，福島県，岩手県，宮

城県でその状況を調査したところ，宮城県だけが障害者

手帳所持者の犠牲が 倍だった．この背景として地域生

活を促進していて在宅生活者が多かったことがある．つ

まり，障害福祉サービスの導入など平時の支援は福祉部

局が担っていたが，危機管理部局との連携はなされてお

らず，非常時の対応が考慮されていなかったという行政

の縦割り体制が背景にあった6)7)8)．

その後，東日本大震災や 年台風 号による豪雨災

害の状況から，災害対策基本法は根本原因に対応するよ

う行政や制度の分断を連結する策を盛り込み， 年 月

に改正された(9)．

改正では，市町村に対し，福祉専門職を交えて災害時

の当事者支援を考え，地域住民と共に個別避難計画を作

るようその作成が努力義務化された17)．

改正災害対策基本法では個別避難計画の作成を計画作

成の優先度が高い人から順に，７つのステップに沿って

行う方針を示し，ステップ２では「対象者を選定」する

ことになっている(10)．優先度は，「地域におけるハザー

ドの状況」「当事者本人の心身の状況等」「当事者本人

の居住実態等」の 点に基づいて決めるように示されて

いるが，具体的な決定手順や基準は示されていない．

しかし，高齢化が進み，支援力が非常に限られた状況

にある現代の地域社会では，誰の支援計画から作ってい

くかを決めることがまず必要である．効率よく，的確に

支援につなげていくため，「真に支援が必要な方」(11)を

抽出する基準や手順を定めることが求められている．

本論文の目的は「真に支援が必要な方」の抽出の方法

を提案する事である．本論文の構成は以下のとおりであ

る．次節以降で先行研究と本研究の目的を述べる．次に，

章では研究方法について述べる．そして， 章では研究

１として介護支援専門員全員のデータを用いて脆弱性の

パラメタの推定を試みた． 章は研究２として，研究１の

問題点に対し，モデルの的中率を高めるためにサンプル

を限定してパラメタを推定した． 章後半では，ハザード

条件と重ね合わせて，「真に支援が必要な方」の推定を

行った．

先行研究

これまで，災害時における高齢者や障がいのある方の

個人について，災害脆弱性の計量を検討した研究がいく

つかある． 
越智ら(2007)9)は，ハザードと本人の心身の状態，なら

びに周囲との関係性に注目し，災害時要援護度の概念を

構築した．ここでは，個別にハザードのみや，本人の心

身の状態だけからみたリスクの有無とは異なり，脆弱性

は本人と環境（支援者や住居の状態）とハザードの関係

性概念によって規定されていると述べている． 
Comafayら(2009)10)は，神戸市兵庫区で暮らす障がいの

ある方個人毎の支援の必要性に着目した．脆弱性を，越

智らが立脚した例も参考に，「人―環境相互作用モデル」

に基づいて分析，地図化している． 
河村ら(2013)11)は，京都府京都市西京区において災害

時要援護者個々人の社会的な脆弱性を測定するために，

「要介護度」，「社会的孤立度」，「住宅・居室 の危険

度・老朽度」の 3 項目に着目して指標を作成した．構成

要素間の影響について言及している． 
これらの研究は，当事者の災害リスクをハザードと脆

弱性の関数式[1]として位置づけ，さらに脆弱性は主体の

条件と客体的資源の関数式として，以下のように捉えて

いる． 
 

脆弱性=f (主体の条件, 客体的資源)        [2] 

 

そして，式[2]を式[1]へ代入することで，下記の式を得る． 
 

当事者の災害リスク ＝ 

f1(ハザード, f2(主体の条件, 客体的資源))     [3] 

 

つまり，当事者の災害リスクは，ハザードならびに主体

と客体の関係によって定義される．ここでComafayらや
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河村らは，式[3]のf2関数における「主体の状態」と「客

体的資源」について，内的基準のパラメタを取得し，合

成得点として「変数の合計得点が大きい人＝脆弱な人」

と評価していた． 
しかし実際には，本人の主張や介護認定や障害支援区

分の調査票などの紙面に記録する調査には現れない事柄

がある．例えば，同居の家族は居るが出張で家を空けが

ちであり，発災時に頼りにならないことや，普段は落ち

着いて行動できるが，知的障害があり，見知らぬ人が苦

手で発災時に支援が適切に受け入れられるかどうか不安

である人などがあり，式[3]ではf2関数の「客体的資源」

に関連する． 
このような人は，介護支援専門員や相談支援専門員な

どから見ると，発災時には支援が必要であり，そのため

に個別避難計画を用意しておきたいと考えられるかもし

れない． 
つまり，災害時に自力では避難できない「真に支援が

必要な方」の抽出や評価について，式[3]における f2関数

においては従来の視点を越えて外的基準の導入が必要で

あり，必要性の判断を外的基準にし，当事者の状況・社

会的孤立度・ハザードの状況のパラメタを決めるべきで

ある． 
なお，「真に支援が必要な方」の個別避難計画を作成

する優先度を求めるシステムとして，その参考になる取

り組みは，介護保険の要支援・要介護認定や，障害福祉

サービスの障害支援区分（以前は障害程度区分）の決定

の仕組みがある． 
高齢者や障がいのある方の心身の状況や暮らしの状況

から，必要な支援量を勘案し数値化する制度として，高

齢者には介護保険法(12)に「要支援認定」及び「介護度認

定」の制度がある．また，同様に障害福祉サービスを利

用したい人には，障害者総合支援法(13)による「障害支援

区分」の制度がある． 
障害支援区分はかつて障害程度区分と呼ばれていたが，

その判定の成り立ちは，高齢者の要支援・要介護認定の

仕組みに倣ったものである． 
要支援・要介護認定制度の構築では，介護施設の入所

者を対象に，施設職員による介護の所要時間を計測し，

入所者毎に所要時間と介護の内容を記録し，所要時間と

その要因を分類・抽出し，介護にかかる所要時間を予測

するツールとして樹形図化した12)．現在は，いくらかの

改良が加えれたが，その樹形図を用いて，要支援・要介

護認定を申請した利用者について，一次判定では調査員

が本人を調査した内容と医師の意見書から介護に必要な

時間を計算し，時間の区切りをもって要介護度をコンピ

ュータ判定で決定している．二次判定では保健または福

祉の学識経験者らが審査会を構成し，一次判定の結果で

考慮に過不足がある内容を検討し，調整を行い，要介護

度を決定している． 
介護保険制度も障害支援区分の制度も，日本全国に標

準化された基準と手順があり，それを必要とする大勢の

人に広く利用されている．個別避難計画策定の優先度判

定は，それらと同等以上のニーズがあると考えられる．

速やかに効率よく個別避難計画を作っていくためにも，

これらの制度の仕組みは参考になる． 
 

研究の目的

2021年の災害対策基本法改正では，当事者本人が個別

避難計画の作成に同意をしない場合，市町村が作成する

努力義務は該当しない(14)．しかし，「真に支援が必要な

方」の中には，認知症や知的障害，精神障害などで判断

力が低下した人が含まれる可能性がある．本人の意思尊

重は福祉的支援の中で大切な概念であるが，一方で，

様々な理由により，周囲からの支援をうけることにつな

がる名簿の掲載や個別避難計画の作成に無関心な人や同

意できない人がいる事も容易に想像できる．つまり，自

分の心身機能の過信，周囲の人との関わりの拒否や遠慮，

災害について当事者意識がない，うつ症状があり生きる

気力がなく助けてほしいと言えないなどの状態に陥って

いる人である． 
一方，介護支援専門員等個別支援を行っている福祉専

門職の視点では，特に本人の判断力が低下している場合

には，支援が必要であると考える．また，福祉専門職は，

当事者の代弁者でもある．認知症高齢者や障がいがあり

自身の主張を行いにくい人たちに寄り添いつつ，客観的

にアセスメントをすることは，専門職として個別支援を

行う福祉専門職の技術そのものである． 
つまり，本人の状態は1章でも述べた通り， 

 
当事者の災害リスク ＝ 

f1(ハザード, f2(主体の条件, 客体的資源))      [3] 

 

と定義されるが，この式[3]におけるf2関数のパラメタは，

介護支援専門員等により客観的に評価でき得，これによ

り，外的基準として介護支援専門員等の視点が加わるこ

とで，外的妥当性を保証できる． 
なお，当事者の実際の状況は限られた項目や数値だけ

では表現しきれないことがある．調査票帳票には直接明

記されていない福祉専門職の判断について，どのように

帳票やデータに潜んでいるかを探る． 
本研究では，合成得点ではなく，当事者一人ひとりに

寄り添い心身の状況が分かり，生活環境や人間関係もわ

かっている，福祉専門職の判断を基準として式[3]におけ

るf2関数に注目し，従属変数としての「真に支援が必要

な方」を捉え個別避難計画作成の必要性が高いと判断す

る説明変数を推定するパラメタを明らかにしたい．  
さらに，今後，より増加する高齢者や様々な福祉・医

療的支援ニーズがある人を対象として，「真に支援が必

要な方」を抽出する仕組みの構築を試みたい．つまり，

福祉専門職の判断を含んだ説明変数から予測式をつくり，

集団の中から該当する人のレイヤーを作成し，そこにハ

ザードレイヤーを重ねた式[3]における f1関数に現れる

「真に支援が必要な方」について地図に示すことを目指

す． 
高齢者や障がいのある方などが災害時に取り残されず，

必要な支援を受けて避難できるよう，効率的に必要な人

へ個別避難計画の作成を進めなければならない．早急に，

「真に支援が必要な人」とはどのような人か，その判断

基準は何か，その判断基準によると該当する人だれか，

どこにいるのかを明らかにする必要がある． 
なお，個別避難計画の必要性の判断を介護支援専門員

に求めているが，これはf2関数のパラメタを推定する外

的基準としてのみ用いている．すなわち，当事者の主体

の条件と客体的資源のみでハザードは入ってない．f2関
数をf１関数へ代入することにより「真に支援が必要な方」

を推定している． 
また，それらを明らかにしながら，同時に，真に支援

が必要な方を抽出する予測式の精度向上や，個別避難計

画が必要な人を取り残さないように，様々な暮らし方の

人に対応する方法を検討する． 
科学的に「真に支援が必要な方を特定する」方法を確

立し，かつ，一人ひとりに寄り添う方法を樹立すること
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で，高齢者や障がいのある人や，何らかの理由で支援が

必要な人々が取り残されることのない社会を実現するこ

とが，本研究の目的である． 
 

２．研究方法 
 

リサーチデザイン

これまで，高齢者や障がいのある人の心身，社会関係，

居住地のハザードなどの“状況”から，避難時に支援が

必要な人像を探る研究 9)10)11)が行われたが，本研究では式

[3]における f2 関数に関し，『福祉的な個別支援の専門職

である介護支援専門員による“避難時の支援が必要な人

かどうか”の視点を取り入れた「真に支援が必要な方」

について，介護支援専門員らが「個別避難計画の必要性

が高い思う」要因となるものは何か？』をリサーチクエ

スチョンとし，その要因を統計的手法により探索する．

また，その要因から介護支援専門員が導き出す判断を模

倣する予測式を求め，抽出された方に対し，ハザード条

件を加味し，「真に支援が必要な方」について地図上に

示す．  
 

対象者

滋賀県高島市に居住する介護保険の認定を受けている

人のうち，サービス付き高齢者住宅やグループホーム，

介護保険施設等に入所していない，地域で在宅生活をし

ている 1914 名を対象に調査を行った． 
調査票の記入は，それぞれの担当である 71 名の介護支

援専門員が行った． 
 

用具

質問紙は，高島市で使用されている優先順位チェック

シートである．これは，ハザード・心身の状況・社会的

孤立の状況等から，個別避難計画を作成する優先順位を

把握・整備するためのもので，障がい分野で使用してき

たシートを基に高齢者シートを作成された． 
・タイトル：個別避難計画作成のための優先順位チェ

ックシート 
・本研究の分析対象項目：（表 1） 
なお，本分析に用いたデータは高島市より個人情報に

は該当しないよう匿名化された状態のデータの提供を受

けた．地図化のための居所データは，丁目までが記載さ

れ番地は秘匿されているため，ハザードマップの確認は

丁目のエリア単位で行う． 
分析に利用したソフトウェアは SPSS Ver.27 であり，2

項ロジスティック回帰パッケージ使用した． 
 

分析に用いる変数

従属変数は，介護支援員により『個別避難計画作成の

必要性が高いと思われる』と判断されたか否か(15)である． 
独立変数は，表 1 の通りである． 

 
分析手続

以下のように分析を行った． 
研究１ 
① 取得した全データのうち，空欄のないデータを抽出し

分析の対象データとした. 
② 対象データに対し，多肢選択になっている項目につい

てダミー変数に変換した． 
③ 対象データに対してロジスティック回帰を行った． 
 
研究２ 
① 項目ごとの基礎集計をとり，それを基に『個別避難計

画作成の必要性が高いと思われる（従属変数）』と各項

目とのクロスをとった．その結果，『個別避難計画作成

の必要性が高いと思われる』にチェックを入れた介護支

援専門員が 71 名中 14 名ときわめて少数であることが明

らかになった． 
② 個別避難計画が必要だと判断した実績がある介護支援

専門員が記入したデータと，実績がない介護支援専門員

が記入したデータを分けた．前者を次章で述べる経緯か

ら「勇気あるケアマネ」データと名付けた． 

表 1 分析に用いた変数 
「個別避難計画
が必要」を有り
とした介護支援
専門員が記入

予測
式に
使用

変数 度数
個別避難計画が必要
年齢    

一人で歩ける
意思伝達ができる 〇
意思疎通ができる
特別医療がある
電源医療器を使用 〇
要支援要介護度 ５ 〇

４ 〇
３ 〇
２ 〇
１ 〇
要支援
要介護

認知症日常自立支援
度

Ⅲ以上
Ⅱ
Ⅱ
Ⅰ
自立

精神混乱がある
危険察知ができる
別居世帯である 〇
終日同居世帯である
昼間独居（夜間同
居）である

〇

家族に判断力がある 〇
家族に介護障害認定
者がいる

〇

家族は自力移動可能
家族介助で移動可能 〇
家族以外支援がある 〇
浸水ハザード域内で
ある
土砂災害ハザード域
内である
旧耐震基準 年
以前築 の住宅である
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で，高齢者や障がいのある人や，何らかの理由で支援が
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とが，本研究の目的である． 
 

２．研究方法 
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これまで，高齢者や障がいのある人の心身，社会関係，
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独立変数は，表 1 の通りである． 

 
分析手続

以下のように分析を行った． 
研究１ 
① 取得した全データのうち，空欄のないデータを抽出し

分析の対象データとした. 
② 対象データに対し，多肢選択になっている項目につい

てダミー変数に変換した． 
③ 対象データに対してロジスティック回帰を行った． 
 
研究２ 
① 項目ごとの基礎集計をとり，それを基に『個別避難計

画作成の必要性が高いと思われる（従属変数）』と各項

目とのクロスをとった．その結果，『個別避難計画作成

の必要性が高いと思われる』にチェックを入れた介護支

援専門員が 71 名中 14 名ときわめて少数であることが明

らかになった． 
② 個別避難計画が必要だと判断した実績がある介護支援

専門員が記入したデータと，実績がない介護支援専門員

が記入したデータを分けた．前者を次章で述べる経緯か

ら「勇気あるケアマネ」データと名付けた． 

表 1 分析に用いた変数 
「個別避難計画
が必要」を有り
とした介護支援
専門員が記入

予測
式に
使用

変数 度数
個別避難計画が必要
年齢    

一人で歩ける
意思伝達ができる 〇
意思疎通ができる
特別医療がある
電源医療器を使用 〇
要支援要介護度 ５ 〇

４ 〇
３ 〇
２ 〇
１ 〇
要支援
要介護

認知症日常自立支援
度

Ⅲ以上
Ⅱ
Ⅱ
Ⅰ
自立

精神混乱がある
危険察知ができる
別居世帯である 〇
終日同居世帯である
昼間独居（夜間同
居）である

〇

家族に判断力がある 〇
家族に介護障害認定
者がいる

〇

家族は自力移動可能
家族介助で移動可能 〇
家族以外支援がある 〇
浸水ハザード域内で
ある
土砂災害ハザード域
内である
旧耐震基準 年
以前築 の住宅である
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 ③ 対象データに対して，2 項ロジスティック回帰により

従属変数『個別避難計画作成の必要性が高いと思われる』

と独立変数を設定し，強制投入法およびステップワイズ

法で分析を試みた． 
④「勇気あるケアマネ」データに関して，2 項ロジステ

ィック回帰により従属変数『個別避難計画作成の必要性

が高いと思われる』と独立変数を設定し，ステップワイ

ズ法により最適なモデル（予測式）を選択した． 
⑤「勇気あるケアマネ」データではないデータについて，

④で作成した予測式をあてはめ，『個別避難計画作成の

必要性が高いと思われる』と予測されるかどうかを確認

した． 
⑥ 予測結果，介護保険利用者，洪水ハザード域を GIS を

用いて空間解析を行った． 
 
 
３．研究１ 介護支援専門員全員の判断を用いた

「真に支援が必要な方」の推定モデルの検討 
 

対象データと調査項目

調査項目は表１の通りである．

全データ 件に対し，空欄（無記入，無回答）のあ

るケースの除去を行った結果， 件を今回の分析の対

象データとした． 

介護支援専門員全員の判断を用いたロジスティック回

帰分析

従属変数を『個別避難計画作成の必要性が高いと思わ

れる』とした 項ロジスティック回帰分析を行い，モデ

ルごとの的中率の比較を表 に示す．なお，モデル

とモデル については，独立変数の設定に関して直感

的に独立変数に影響を与えているであろう項目を強制投

入し，的中率の良いものを探した．モデル では，変

数増加法ステップワイズ方式により独立変数の投入を行

った．

 
研究１の考察

項ロジスティック回帰モデルの的中率が ～ 程度

に留まり，筆者らが予測していたよりもはるかに低い結

果となった．そこで，再度対象データを見直したところ，

以下のことに着目した．

・対象データ 件のうち『個別避難計画作成の必要

性が高いと思われる』にチェックがつけられたデータ

は 件であった．

・対象データを記入した介護支援専門員は 名であっ

た．

・介護支援専門員毎に担当したデータについて『個別

避難計画作成の必要性が高いと思われる』にチェック

がつけられた件数を確認した結果， 件でもチェック

をつけた介護支援専門員は 名 であった．

・残りの 名 はチェックをつけなかった．

（表 ）

介護支援専門員が担当するケースは，基本的に「移動

や判断の行動に支障がない元気な人ばかりを担当するよ

う恣意的に選ぶ」ということはない．また，介護保険を

利用する利用者は高齢であり生活上に何らかの困難が生

じている人ばかりである．これらのことから，日頃に介

護保険サービスで何らかの介護を受けている人が災害時

に支援を受けずに行動できる人たちばかりであるはずは

ないと考えた．

また，質問紙を見直してみると，『個別避難計画作成

の必要性が高いと思われる』かどうかを問う欄には『ケ

アマネジャー（介護支援専門員）から見て，ハザードや，

心身の状況，社会的孤立等を踏まえ，個別避難計画の作

成の必要性が高いと思われますか．※モデル事業を実施

させていただく候補者として参考にさせていただきま

す．』と記載されていた．モデル事業の対象者になると

いうことは，高齢者らの当事者が候補者になりモデル事

業に参加する可能性があるとともに，担当する介護支援

専門員も「福祉専門職」としてモデル事業に参加するこ

とを意味する．

筆者らは，表記の『※』以降の文言に注目し，介護支

援専門員が，チェックをつけることで未知なるモデル事

業について参加をさせられることを想像し，モデル事業

の候補者になるのを避けるためにチェックをしない介護

支援専門員が多くいたのではないかと推測した．本来は，

介護支援専門員は担当する利用者らの安全を願い，その

ために生活上の課題解決に日々尽力しているが，「防災」

や「災害」について介護支援専門員は資格を取得するプ

ロセスのなかで専門的な知識を得る機会はなく，尻込み

する気持ちが湧きおこることは不思議な事ではない．つ

まり，当該項目にチェックをつけることは，未経験の追

加業務が生じる可能性を受け入れることを意味するが，

その作業量的また心的な負荷を厭わずにチェックされた

名の介護支援専門員に対し，利用者の平時災害時を問

わない地域生活での安全・安心を気に掛ける使命感や専

門的支援意識の高い介護支援専門員を表現する言葉とし

て「勇気あるケアマネ」と名付けることとした．

図 1 調査票の質問欄と注意書き

なお，筆者らは介護支援専門員等の福祉専門職には，

今後「防災」や「災害」の知識を得る機会の提供が必要

であると考え，研修を実施しているが，その詳細につい

ては本稿では論じず，別の機会に譲る．

表 2 介護支援専門員全員の判断の 
分析結果と的中率

モデル モデル モデル

独立

変数

介護×独居

なし

介護×独居

あり

方式 強制投入 強制投入

変数増加法ス

テップワイズ

（最終ステッ

プ

的中率

表 3 介護支援専門員 71 名の 
「個別計画が必要性」かどうかの判断
変数名 度数 ％

「個別避難計画が必要」

チェック有

「個別避難計画が必要」

チェック無

計

55
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以上より，介護支援専門員の心情により，『個別避難

計画作成の必要性が高いと思われる』について真の回答

がなされていない可能性を考慮し，対象データ 件で

はなく，そのなかから『個別避難計画作成の必要性が高

いと思われる』にチェックをした実績がある介護支援専

門員が記入したデータと，そうでないデータを分けるこ

ととした．そして，前者を「勇気あるケアマネ」データ

と名付け，それを対象に介護支援専門員が『個別避難計

画作成の必要性が高いと思われる』と判断する要因を探

ることとした．

 
４．研究２ 「勇気あるケアマネ」サンプルに限

定したロジスティック回帰分析 

「勇気あるケアマネ」サンプルの抽出と分析

件の全対象ケースは 名の介護支援専門員による

評価に基づいている．本調査に関わっている 名の介護

支援員のうち自身の担当ケースについて少なくとも 名

を『個別避難計画作成の必要性が高いと思われる』欄に

チェックをつける判断した介護支援専門員 名

とそれ以外 名 を分類した（表 参照）．この

分類に基づき，サンプルを２つに分割し，以下の「勇気

あるケアマネ」データと「それ以外のケアマネ」データ

を作成した．

・「勇気あるケアマネ」データ

件以上『個別避難計画作成の必要性が高いと思われる』

欄にチェックをした介護支援専門員によって評価され

たケース

・「それ以外のケアマネ」データ

『個別避難計画作成の必要性が高いと思われる』欄に

チェックをしなかった介護支援専門員によって評価さ

れたケース

まず，「勇気あるケアマネ」データで『個別避難計画

作成の必要性が高いと思われる』と判断されたデータを

用いて， 項ロジスティック回帰（変数減少法ステップ

ワイズ方式）により，従属変数に影響する独立変数と，

的中率を確認した．

従属変数は『個別避難計画作成の必要性が高いと思わ

れる』とした．また，独立変数は初期投入時には，「浸

水リスク，土砂リスク，倒壊リスク，移動，意思伝達，

意思疎通，特別医療，電源医療器，精神混乱，危険察知，

介護度（１，２，３，４，５） ，認知症日常生活自立度

（Ⅰ，Ⅱ ，Ⅱ ，Ⅲ以上），世帯の独居になる時間（終

日同居，昼間独居），同居状況，家族の判断力，家族の

介護や障害の状況，家族の自力での移動の可否，家族に

よる介助移動の可否，家族以外の人による支援の可否，

介護保険サービス利用有無」とした．

『個別避難計画作成の必要性が高いと思われる』と判

断された 件の的中率は であった（表 ）．最終

ステップ では，「意思伝達，電源医療器，介護度（要

介護１，２，３，４，５），家族判断力，家族介護障害，

家族介助移動，家族外支援可否，同居状況 昼間独居（夜

間は同居），同居状況 終日独居」の項目が独立変数とし

て方程式中に残った（表 ）．

表 「勇気あるケアマネ」データの

分析結果と的中率

予測

個別避難計画

作成の必要性 正解の

割合観測 低 高

ステ

ップ

個別避難

計画作成

の必要性

低

高

全体の％

「それ以外のケアマネ」サンプルについて，『個別避

難計画作成の必要性が高いと思われる』とされる人を予

測する

「勇気あるケアマネ」データの分析から得た結果をも

とに，予測式を生成した．

「それ以外のケアマネ」データについて，『個別避難

計画作成の必要性が高いと思われる』とされる人を予測

した． 件（対象データ 件から，「勇気あるケア

マネ」が作った 件を除いた件数）に予測式を適用す

ると『個別避難計画作成の必要性が高いと思われる』の

判断は以下の通りであった．

・予測式を厳密に適用した場合の『個別避難計画作成

の必要性が高いと思われる』と判断した件数： 件

表 勇気あるケアマネ」データの分析結果と方程式中の変数

（個別支援計画の作成が 必要， 必要でない）

標準誤差 自由度 有意確率

ス

テ

ッ

プ

意思伝達

電源医療器

介護度

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

家族判断力

家族介護障害

家族介助移動

家族外支援

同居状況

昼間独居（夜

間は同居）

終日独居

定数

56
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以上より，介護支援専門員の心情により，『個別避難

計画作成の必要性が高いと思われる』について真の回答

がなされていない可能性を考慮し，対象データ 件で

はなく，そのなかから『個別避難計画作成の必要性が高

いと思われる』にチェックをした実績がある介護支援専

門員が記入したデータと，そうでないデータを分けるこ

ととした．そして，前者を「勇気あるケアマネ」データ

と名付け，それを対象に介護支援専門員が『個別避難計

画作成の必要性が高いと思われる』と判断する要因を探

ることとした．

 
４．研究２ 「勇気あるケアマネ」サンプルに限

定したロジスティック回帰分析 

「勇気あるケアマネ」サンプルの抽出と分析

件の全対象ケースは 名の介護支援専門員による

評価に基づいている．本調査に関わっている 名の介護

支援員のうち自身の担当ケースについて少なくとも 名

を『個別避難計画作成の必要性が高いと思われる』欄に

チェックをつける判断した介護支援専門員 名

とそれ以外 名 を分類した（表 参照）．この

分類に基づき，サンプルを２つに分割し，以下の「勇気

あるケアマネ」データと「それ以外のケアマネ」データ

を作成した．

・「勇気あるケアマネ」データ

件以上『個別避難計画作成の必要性が高いと思われる』

欄にチェックをした介護支援専門員によって評価され

たケース

・「それ以外のケアマネ」データ

『個別避難計画作成の必要性が高いと思われる』欄に

チェックをしなかった介護支援専門員によって評価さ

れたケース

まず，「勇気あるケアマネ」データで『個別避難計画

作成の必要性が高いと思われる』と判断されたデータを

用いて， 項ロジスティック回帰（変数減少法ステップ

ワイズ方式）により，従属変数に影響する独立変数と，

的中率を確認した．

従属変数は『個別避難計画作成の必要性が高いと思わ

れる』とした．また，独立変数は初期投入時には，「浸

水リスク，土砂リスク，倒壊リスク，移動，意思伝達，

意思疎通，特別医療，電源医療器，精神混乱，危険察知，

介護度（１，２，３，４，５） ，認知症日常生活自立度

（Ⅰ，Ⅱ ，Ⅱ ，Ⅲ以上），世帯の独居になる時間（終

日同居，昼間独居），同居状況，家族の判断力，家族の

介護や障害の状況，家族の自力での移動の可否，家族に

よる介助移動の可否，家族以外の人による支援の可否，

介護保険サービス利用有無」とした．

『個別避難計画作成の必要性が高いと思われる』と判

断された 件の的中率は であった（表 ）．最終

ステップ では，「意思伝達，電源医療器，介護度（要

介護１，２，３，４，５），家族判断力，家族介護障害，

家族介助移動，家族外支援可否，同居状況 昼間独居（夜

間は同居），同居状況 終日独居」の項目が独立変数とし

て方程式中に残った（表 ）．

表 「勇気あるケアマネ」データの

分析結果と的中率

予測

個別避難計画

作成の必要性 正解の

割合観測 低 高

ステ

ップ

個別避難

計画作成

の必要性

低

高

全体の％

「それ以外のケアマネ」サンプルについて，『個別避

難計画作成の必要性が高いと思われる』とされる人を予

測する

「勇気あるケアマネ」データの分析から得た結果をも

とに，予測式を生成した．

「それ以外のケアマネ」データについて，『個別避難

計画作成の必要性が高いと思われる』とされる人を予測

した． 件（対象データ 件から，「勇気あるケア

マネ」が作った 件を除いた件数）に予測式を適用す

ると『個別避難計画作成の必要性が高いと思われる』の

判断は以下の通りであった．

・予測式を厳密に適用した場合の『個別避難計画作成

の必要性が高いと思われる』と判断した件数： 件

表 勇気あるケアマネ」データの分析結果と方程式中の変数

（個別支援計画の作成が 必要， 必要でない）

標準誤差 自由度 有意確率

ス

テ

ッ

プ

意思伝達

電源医療器

介護度

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

家族判断力

家族介護障害

家族介助移動

家族外支援

同居状況

昼間独居（夜

間は同居）

終日独居

定数
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表

・線形回帰分析により『個別避難計画作成の必要性が

高いと思われる』判断の予測確率を求め， 以上の余

裕を含み『個別避難計画作成の必要性が高いと思われ

る』と判断した件数： 件 表

つまり， 件中 厳密には 人，余裕を含むと

人には『個別避難計画作成の必要性が高いと思われる』，

つまり「真に支援が必要な方」であると推測された．

ハザードと脆弱性をもとにした真に支援が必要な方

の推定

以上で検討した『個別避難計画作成の必要性が高いと

思われる』か否か，つまり 関数で表現される脆弱性が

高いか否かを 1 関数に代入することで，ハザードと重ね

合わせ「真に支援が必要な方」を推定する．具体的には，

脆弱性 個別避難支援計画の必要性が高いと思われる予測

値 のレイヤーを作成し，その上で，当該地域の水害ハザ

ードマップから得られたハザードレイヤーと重ねた．

該当する利用者の居所を紙の地図上にプロットするこ

とは可能であるが，今後の拡張性やインターネット等を

介して共有する利便性を考慮し， （

）での地図化を行った． は

社の を利用した．作業工程は，以下のとおりであ

る．

まず，対象者データの住所をジオコーディングし，緯

度経度を取得，対象者データに追加した．ジオコーダー

は  (16)および (17)を利用した．

次に，これで得られた緯度経度を位置座標として，

「真に支援が必要な方」を含む対象者データを のポ

イントデータに変換し， で表示した．また，

このポイントデータを洪水の浸水想定区域のデータと重

ね合わせ，それぞれのポイントが洪水の浸水想定区域内

に入るか否かを判定し，その結果をポイントデータに追

加した．洪水の浸水想定区域のデータは滋賀県防災情報

マップ データダウンロード(18)から取得した．

そして，このポイントデータを， のフィー

チャーのクラスタリング機能(19)を用いて，近接するポイ

ントを動的に１つのポイントに集約し，集約されたポイ

ントの数により大きさが変化する円で表示した．集約さ

れたポイントの数が多いほど半径が大きく表示される．

クラスタリングの際のポイントを集約する距離は，分

析者のニーズに応じて 上で任意に指定できる．また，

洪水の浸水想定区域内に入るか否かや，高優先度者か否

かで，分析者のニーズに応じて 上で表示するポイン

表 厳密な予測式を適応した場合の「個別避難

計画作成の必要性が高いと思われる」の判定結果

度数 ％ 有効％ 累積％

個別避難

計画作成

の必要性

低

高

合計

表 余裕を含む予測式を用いた場合の「個別避難

計画作成の必要性が高いと思われる」の判定結果
度数 ％ 有効％ 累積％

個別避難

計画作成

の必要性

低

高

合計

利用者全員（クラスタリング）

図 高島市の洪水浸水域と介護保険利用者（全有効回答）の分布（クラスタリング結果）
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トを絞り込むことが可能である．

図 は全ての対象データ（ 件）の分布を示したも

のである．図 および図 は，ポイントを集約する距離

を 程度に設定し，洪水の浸水想定区域内の「真に支

援が必要な方」，つまり，介護支援専門員の判定または

それを模した推定により『個別避難計画作成の必要性が

高いと思われる』と判断された方のうちハザード域内に

居住する個別避難計画の作成の優先度が高いと考えられ

る方のみを表示したものである．そして，図 は予測式

を厳密に適用した場合の地図であり『個別避難計画作成

の必要性が高いと思われる』と判定または推定された

名のうち，ハザード域内に居住する 名が個別避難

計画の策定が必要な「真に支援が必要な方」である．ま

た，図 は，予測式に余裕を含み適用した場合の地図で

ある．『個別避難計画作成の必要性が高いと思われる』

と判定または推定された 名のうち，ハザード域内に

居住する 名が個別避難計画の策定が必要な「真に支

援が必要な方」である．

５．考察

まず，介護支援専門員の『個別避難計画作成の必要性

が高いと思われる』か否かの判断は表 に挙げる項目

「意思伝達，電源医療器，介護度（要介護１，２，３，

４，５），家族判断力，家族介護障害，家族介助移動，

家族外支援可否，同居状況 昼間独居（夜間は同居），同

居状況 終日独居」の状況に影響を受けていることが明ら

かとなった．家族に関する複数項目に影響を受けている

ことから，既存の介護保険での認定調査項目と要介護度

判定には影響しない項目について，介護支援専門員が注

目し，個別避難計画作成について判断していると考えら

れる．

つぎに，介護支援専門員の評価が反映された，当事者

個人に対する『個別避難計画作成の必要性が高いと思わ

れる』人を抽出した地図の作成を行った．当初は，介護

支援専門員による『個別避難計画作成の必要性が高いと

思われる』との判断が少ない状況であったが，『個別避

難計画作成の必要性が高いと思われる』という判断を下

している介護支援専門員らの判定に倣うと，図 ， の地

図となった．対象データ 件中，介護保険専門員の判

定または介護支援専門員を模倣した推定により個別避難

計画の作成が必要とされ，かつ，ハザード域内に住んで

いる人の数は，推定を厳密にした場合には 名が，余

裕を含んで推定した場合には 名が該当する．前者が

対象データに対して ，後者は である．これは，

介護保険の認定を受けて利用している人の内， ～ 割程

度が「真に支援が必要な方」に該当することを意味する．

当然，市町村によってはハザード域が広大であったり，

あまりない地域もあったりすることが考えられるため，

一概に日本中のすべての市町村の介護保険を利用する高

齢者の１～ 割に個別避難計画の作成が必要であるとは

言えないが，高島市の例を見ると，日常生活で何らかの

支援を必要としている在宅で暮らす介護保険利用者のう

ち ～ 割はハザードの状況や本人の心身の状態または社

会的関係において，災害時に「真に支援が必要な方」と

捉えずとも避難できる可能性があることを示唆している．

つまり，現状では介護保険サービスの利用者は，移動

や判断など生活の幾らかの場面において何らかの支援が

必要な人々であるが，個別避難計画の作成を検討するに

あたっては，対象になる人を絞り込むことが可能であり，

これは個別避難計画を作成し，また発災時には支援を行

う，地域住民の力を効率よく活用できるよう活用できる．

行政，専門職，地域支援者は，このマップを共有し，

大きな円が描かれているところ（個人）から，計画書の

作成に取り組みを速やかに実施すべきであると考える．

また，本研究では，当事者について「真に支援が必要

な人」かどうかを考えるために，本人を良く知る介護支

援専門員による「この人はいざという時に支援が必要」

であるという判断について分析し，予測式をつくった．

そして，予測に福祉専門職の見立てを取り入れ，その

見立てを科学的手法によって要因を明らかにし，予測式

化し，適用することができた．

これにより，ハザードエリアを示す地図情報と，本人

の心身の状況，居住家屋と社会関係の情報があれば，す

べてのケースについて介護支援専門員が個別避難計画の

作成の必要性が高いか否かを答えずとも，一定基準で計

画作成が必要な人を見出すことができる．

なお，ハザードエリアについてはすでに各自治体でハ

ザードマップが作られている為，行政内で用意が可能で

ある．また，本人の心身の状況は介護保険サービスを利

用している人には認定調査票に記載があり，障害福祉サ

ービスの利用者も障害支援区分の認定調査票に記載があ

る．これらは行政の福祉部局内の担当課が管理を行って

いるが，災害対策基本法 第 条の では個別避難計画

の作成について記載があり， 項で「市町村長は，第一

項の規定による個別避難計画の作成に必要な限度で，そ

の保有する避難行動要支援者の氏名その他の避難行動要

支援者に関する情報を，その保有に当たって特定された

利用の目的以外の目的のために内部で利用することがで

きる．」と示されている(20)．この規定により，介護認定

や障害支援区分認定で収集された心身の情報を行政内で

用意することができ，同様の内容を再度介護支援専門員

らに調査することなく個別避難計画の作成の優先度判定

をするのに必要な情報を得られ，介護支援専門員らの負

担を軽減することが可能である．

 
６．本研究の課題 

本研究では説明変数を求める際に対象となった福祉専

門職は 名であり参加した福祉専門職の にとどま

った．今後，さらに多くの福祉専門職の個別避難計画作

成の必要性に関する判断のデータを得ることが必要であ

ると考える．そして，予測率を向上するために，

① 独立変数の項目と調査方法について再考する

② 的確に「個別避難計画が必要」と判断できる介護

支援専門員等を育成する

ことが挙げられる．特に②について，基本的に福祉専門

職はこれまで育成の過程で防災や災害と福祉が連携する

ための知識を得る機会はなかった．現在は，福祉専門職

対象の専門教育研修として，筆者らと兵庫県の「防災と

福祉の連携促進のための個別支援計画作成事業実行委員

会」で開催している福祉専門職の個別避難計画作成に関

する研修を行っているが，今後も，より多くの介護支援

専門員等に受講していただき，正しい防災と福祉の連携

の知識を身につけてもらう必要がある．これらは予測式

の精度をあげるためだけでなく， 年 月の災害対策
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10 

基本法改正が目指している，福祉と防災の制度分断を解

消し個別避難計画作成に取り組むためにも，本論文２章

で挙げた式 における「主体の条件」と「客体的資

源」の評価のための「災害リスクに関する当事者アセス

メントと判断ができる福祉専門職」の育成を広く行うこ

とが必要である．

また，式 における，f2 関節の「主体の条件」に関す

るデータの取得に関しては前述したように，介護保険調

査票や障害支援区分調査票の利用が可能なため，それら

の調査票にある項目と値を分析し，介護支援専門員らの

判断の再現と予測式の構築も行いたい．

なお，今回は 統計ソフトを手作業で操作し，直感

的な操作も含み試行錯誤をしているが，今後は機械学習

を取り入れることで著者ら人間が試行錯誤を行うことな

く，機械による精度向上も可能であると考える．具体的

には，コンピュータ言語 を用いてプログラムを組

み，多パターンを精査できるようにし，より適切な予測

式を見出し，また微調整していきながら精度の高い優先

度判定ができるようにしたい．

また，判定確定の仕組みとしては介護保険制度に倣い，

一次判定はコンピュータを用いて行い，二次判定には個

別の諸事情を勘案するために学識者等を含む人員での審

査会組織により判定調整を行う仕組みの導入を提案する．

高齢者の介護保険も，障がいのある方の障害支援区分の

判定も，どちらも同じ仕組みで実施されているが，コン

ピュータだけではなく学識者らが個人ごとの事情や状況

を勘案し調整することで，より実際的な判定が行える．

すべての「避難行動要支援者」が，介護保険や障害福祉

サービスの利用者というわけではないが，コンピュータ

により判定を行い，それを微調整する二次判定の仕組み

を持つことは，合理的配慮の実施にもつながり必要不可

欠なことである．

今後は，高島市以外の他の地域，水害以外の他のハザ

ードについても同様の調査と分析を行い，機械学習と判

定審査会議を模した仕組みの導入を検証し，多様な自然

災害に見舞われる日本において汎用性のある優先度判定

手法を構築したい．

 
 
補注

「高齢者・障害者等の個別避難計画に関する防災と福祉の

連携について」全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議：

内閣府 防災情報のページ 集中豪雨時等における情報伝達

及び 高齢者等の避難支援に関する検討会「災害時要援護者の避

難支援ガイドライン」平成 年 月：

内閣府 防災情報のページ 災害時要援護者の避難対策に関

する検討会「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」平成

年 月：

災害対策基本法の改正（法第 条の 避難行動要支援者名

簿規定が創設）

内閣府 防災情報のページ：

内閣府 防災情報のページ 避難行動要支援者の避難行動支

援に関する取組指針（概要）：

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議「高齢者・障

害者等の個別避難計画に関する防災と福祉の連携について」内

閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）：

厚生労働省 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議

資料 令和 年 月：

災害対策基本法 改正（個別避難計画の作成（法 条の

～ （新設））

内閣府 防災情報のページ「避難行動要支援者の避難行動

支援に関する取組指針」内閣府（防災担当）平成 年 月，

：

災害対策基本法に規定されている「自ら避難することが

困難な者であつて，その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため

に特に支援を要する（第四十九条の十）」避難行動要支援者を

指している．同表現は，内閣府が 年 月に改定した「避難行

動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」 においても，

『真に「自ら非難することが困難な者であって，…（中略）…

特に支援を要するもの」を対象として避難行動要支援者の範囲

を設定し』と記され，「令和 年度個別避難計画作成モデル事業

報告書（内閣府）」 内では「真に支援が必要な者」という表

現が用いられている．本稿では「真に支援が必要な方」または

「真に支援が必要な人」と表現する．

介護保険法 第 条

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（総合支援法） 条

災害対策基本法 第 条の

関数の外的基準として用いている

内閣府 防災情報のページ「令和３年度個別避難計画作成

モデル事業報告書」内閣府（防災担当）令和 年 月：
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査票や障害支援区分調査票の利用が可能なため，それら

の調査票にある項目と値を分析し，介護支援専門員らの

判断の再現と予測式の構築も行いたい．

なお，今回は 統計ソフトを手作業で操作し，直感

的な操作も含み試行錯誤をしているが，今後は機械学習

を取り入れることで著者ら人間が試行錯誤を行うことな

く，機械による精度向上も可能であると考える．具体的

には，コンピュータ言語 を用いてプログラムを組

み，多パターンを精査できるようにし，より適切な予測

式を見出し，また微調整していきながら精度の高い優先

度判定ができるようにしたい．

また，判定確定の仕組みとしては介護保険制度に倣い，

一次判定はコンピュータを用いて行い，二次判定には個

別の諸事情を勘案するために学識者等を含む人員での審

査会組織により判定調整を行う仕組みの導入を提案する．

高齢者の介護保険も，障がいのある方の障害支援区分の

判定も，どちらも同じ仕組みで実施されているが，コン

ピュータだけではなく学識者らが個人ごとの事情や状況

を勘案し調整することで，より実際的な判定が行える．

すべての「避難行動要支援者」が，介護保険や障害福祉

サービスの利用者というわけではないが，コンピュータ

により判定を行い，それを微調整する二次判定の仕組み

を持つことは，合理的配慮の実施にもつながり必要不可

欠なことである．

今後は，高島市以外の他の地域，水害以外の他のハザ

ードについても同様の調査と分析を行い，機械学習と判

定審査会議を模した仕組みの導入を検証し，多様な自然

災害に見舞われる日本において汎用性のある優先度判定

手法を構築したい．
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「高齢者・障害者等の個別避難計画に関する防災と福祉の

連携について」全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議：
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：
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 The pandemic of the new coronavirus infection from 2019 (COVID19) forced welfare facilities to implement 
infection prevention measures. The purpose of this report is to describe a case of infection prevention measures against 
COVID19 implemented by a social welfare corporation in Japan. The social welfare corporation established an 
infection control headquarters to manage the multiple welfare facilities and related facilities comprehensively. Then it 
proceeded to create manuals for daily infection control measures, to conduct training, to create a flow diagram for 
infection prevention of COVID19 in the facilities, to establish simple negative pressure ventilation equipment, and to 
set zoning of the facilities. These lessons are meaningful for other welfare facilities to prevent the outbreak. 

 
Keywords: COVID19, Social Welfare Corporation, BCP, infection prevention 

 
 
１．はじめに 
 
(1) 背景 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19 以下コロナと

する）は，2019年12月，中華人民共和国の湖北省武漢市

で初めて肺炎患者の集団発生の原因ウイルスとして報告

された．世界保健機構（WHO）は，2020年 1月30日に

「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言し，

その後世界的な感染拡大の状況と重症度から同年3月11日
にパンデミック（世界的な流行）を宣言した．日本国内

においては，2020年1月16日に初めての感染者が報告され

た．日本政府は同年2月1日に指定感染症と定め，水際対

策から感染防止対策に重点を置いた政府方針が2月25日に

示された1), (1)． 
2020年3月から始まる日本国内の流行を第１波として、

2022年7月時点における流行を第7波と数えると，日本で

は第1波から第7波までの感染流行期を経験した．このコ

ロナに対して治療薬の製造やワクチン接種が進んでいる

が，高齢者施設や学校，会食時のクラスター（感染者集

団）の発生は，第7波に至るまで続いている．特に高齢者

は，基礎疾患を持っている場合が多く，免疫機能・呼吸

器機能が低下しているため，様々な感染症に罹患しやす

く，罹患後に重症化しやすい．世界的な流行となった新

型コロナウイルス感染症においても，我が国の死亡者数

における高齢者の割合は，高くなっている2)．そのよう

な高齢者が集団生活を送っている高齢者介護施設は，さ

らにコロナへの脆弱性が高く，対策の必要性が高い． 

(2) 目的 

 今回，入居者のほとんどが要介護 3 以上という状態の

特別養護老人ホームや老人保健施設，小規模多機能施設

を複数持つ A 社会福祉法人が，入居者および利用者が第

1 波以降の感染流行期に、コロナに罹患するかもしれな

い状況の中で，法人内の感染対策をどのように展開して

いったかの実例について報告する(2)．本事例の特徴は，

感染管理の専門職員が高齢者介護施設の現場へ出向き，

施設や諸室の特性に合わせた環境消毒のあり方や個人防

護用具の実技演習等を行うなど，コロナという新たなリ

スクへの対処方法における人材教育や対応ノウハウの普

及を繰り返し行い，さらに医療機関以外では珍しい簡易

陰圧装置の導入，法人が運営する関連施設(3)との連携を

行ったことで，社会福祉法人だけでなくグループ全体の

感染対策スキルの向上に繋がったものである．その結果，

調査期間終了時の 2021 年 7 月末（第 5 波）までのコロナ

陽性者は，老人保健施設の職員１名のみだった 4)． 

これまで，高齢者介護施設のクラスター発生に対して

外部機関の協力を得て，感染拡大の終息を迎えた報告例

はあるが、社会福祉法人を対象とし，運営する施設全体

へのコロナ対応についての報告はない 5),6)．この報告は，

2020年 4月から2021年 7月までの期間に行われた社会福

祉法人のコロナ対応事例を通じて，様々な福祉施設・関

連施設を運営する法人グループが，コロナという新たな

感染症リスクへの対応体制をどのように構築し，感染症

に対する認識を変えていったのか，特に関連施設との連
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携が業務継続の観点からどのように有効に機能したのか

について考察する．また，コロナ対応で不可欠となる保

健所や行政との関係性やその課題等について明らかにす

る．この成果は，特にコロナ対応における今後の社会福

祉法人と医療機関の連携の参考になると考える． 

 

 

２．研究方法 
 

A 社会福祉法人は，関西地方の人口 74,316 人の山地と

瀬戸内海に挟まれた B 市において，高齢者福祉および障

害者福祉事業を 24 事業行い，職員約 480 人（短時間パー

トも含む）が従事している．A 社会福祉法人は，B 市にお

いて高齢者および障害者福祉事業を広く展開している

（表1）．B市内には，介護施設が142施設ある．75歳以

上人口 1 千人あたりの施設数 11.3（全国平均）に比べ B

市は 12.5 と高い事からも高齢化が進んでいる地域である

ことを示唆している 3)．B市のコロナ患者の入院病床は，

市内に唯一ある市民病院の３床だけであり，医療資源の

乏しい地域だと言える．よって，医療逼迫により，高齢

者であっても軽症であれば自宅療養が余儀なくされる事

が想定された． 

A 社会福祉法人は，同市内に，関連施設としてケアミ

ックス型病院（一般病床 46 床と療養病床 50 床を持ち，

標榜科は内科と整形外科），職員の福祉厚生を担う学童

保育やエステサロンを経営する一般企業を経営し，どの

事業所も車で 15 分から 20 分以内で往来できる距離にあ

る．グループ全体では，約 630 人（短時間パートを含む）

の職員が働いている． 

筆頭著者は，2015年10月より，法人グループ本部役員

として病院の経営支援を務め，2018 年 4 月よりグループ

内の社会福祉法人の経営戦略室として法人経営，新規事

業，職員教育，外国人の生活支援に関わって来た．2020

年のコロナの感染拡大を機に，経営戦略室の業務に加え，

感染管理部として 2021 年 7 月までグループ内のコロナ対

応を横断的に行うこととなった．本稿では，筆頭著者が

実際に介護現場に介入した参与観察として，この期間の

コロナ感染対策の取組についての事例報告を行う． 

本論文では，まずコロナという新たな感染症リスクに

対応する感染対策本部の設置や役割（３章），業務継続

の鍵となる平時の感染対策（４章）について整理する．

次に，コロナ禍での高齢者介護施設と医療施設の連携に

よる業務継続について分析し（５章），考察（６章）を

述べる. 

 
 
３．新型コロナウイルス感染症に対する感染対策

本部の役割 
 
(1) 法人グループの通常の運営体制 

コロナ禍が到来するまでの法人グループの運営体制は，

病院，福祉施設，事務部門，一般企業，経営戦略室を 5

つの拠点として，それぞれが独立して運営を行っていた．

意思決定は，全拠点長と理事長とで行う経営本部会議に

て検討と決定を行っていた． 

 

(2)コロナ感染拡大以降の法人グループの感染症対応体制 

a) 感染対策本部の設置 

2020 年 4 月 1 日，その経営本部会議において，過去に 

図 1 感染対策本部の構成（出所：著者作成） 

 

表 1 A 社会福祉法人と関連施設について 

（著者作成） 

 
 

経験のない感染症拡大に対する危機感と的確な感染対応 

を現場に周知させる目的から，感染対策本部を設置し，

法人の施設ごとではなく，グループ全体でコロナ対応を

検討・実践することとなった（図 1）．また，経営戦略

室には，医療機関において感染管理を専門としていた感

染制御実践看護師が在籍していることから感染管理部と

して法人全体のコロナ対策を統括することとなった(3)． 

感染対策本部の主な機能は，法人内におけるコロナ対

応に関する指示・命令，応援要請の意思決定，事業所

間・関係機関との連携の調整，入居者・利用者及びその

家族への伝達事項の決定などである．感染対策本部は，5

つの拠点からなり，それぞれが必要に応じて連携を図る

形となっている（表 2）． 

b) 感染管理部（経営戦略室）での活動 

感染管理部（経営戦略室）は，各施設の具体的な感染

防止策の整備・指導・評価，法人グループ全体のフェー

ズ作成と修正・各事業所への配信，コロナを含む感染に

関連した相談窓口を担っていた(4)．主な活動は、以下の

①から⑦のとおりである． 

①巡回指導（感染ラウンド） 

感染チェックリストに沿って現場の状況を目視し，改

善が必要な事項や改善方法を管理者に伝え，次回の巡回

で改善内容の確認を行っていた．技術的な事（個人防護

用具の着脱など）については都度，現場で実技研修を行

った．現場の状況を確認しながら，感染チェックリスト

の各項目を実行するための手順書の作成・改訂（Plan），  

理事長

病院（事務長）

福祉施設（統括次長）

事務部門（統括部長）

一般企業（管理者）

経営戦略室（室長）

感染管理部
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害者福祉事業を 24 事業行い，職員約 480 人（短時間パー

トも含む）が従事している．A 社会福祉法人は，B 市にお

いて高齢者および障害者福祉事業を広く展開している

（表1）．B市内には，介護施設が142施設ある．75歳以

上人口 1 千人あたりの施設数 11.3（全国平均）に比べ B

市は 12.5 と高い事からも高齢化が進んでいる地域である

ことを示唆している 3)．B市のコロナ患者の入院病床は，

市内に唯一ある市民病院の３床だけであり，医療資源の

乏しい地域だと言える．よって，医療逼迫により，高齢

者であっても軽症であれば自宅療養が余儀なくされる事

が想定された． 

A 社会福祉法人は，同市内に，関連施設としてケアミ

ックス型病院（一般病床 46 床と療養病床 50 床を持ち，

標榜科は内科と整形外科），職員の福祉厚生を担う学童

保育やエステサロンを経営する一般企業を経営し，どの

事業所も車で 15 分から 20 分以内で往来できる距離にあ

る．グループ全体では，約 630 人（短時間パートを含む）

の職員が働いている． 

筆頭著者は，2015年10月より，法人グループ本部役員

として病院の経営支援を務め，2018 年 4 月よりグループ

内の社会福祉法人の経営戦略室として法人経営，新規事

業，職員教育，外国人の生活支援に関わって来た．2020

年のコロナの感染拡大を機に，経営戦略室の業務に加え，

感染管理部として 2021 年 7 月までグループ内のコロナ対

応を横断的に行うこととなった．本稿では，筆頭著者が

実際に介護現場に介入した参与観察として，この期間の

コロナ感染対策の取組についての事例報告を行う． 

本論文では，まずコロナという新たな感染症リスクに

対応する感染対策本部の設置や役割（３章），業務継続

の鍵となる平時の感染対策（４章）について整理する．

次に，コロナ禍での高齢者介護施設と医療施設の連携に

よる業務継続について分析し（５章），考察（６章）を

述べる. 

 
 
３．新型コロナウイルス感染症に対する感染対策

本部の役割 
 
(1) 法人グループの通常の運営体制 

コロナ禍が到来するまでの法人グループの運営体制は，

病院，福祉施設，事務部門，一般企業，経営戦略室を 5

つの拠点として，それぞれが独立して運営を行っていた．

意思決定は，全拠点長と理事長とで行う経営本部会議に

て検討と決定を行っていた． 

 

(2)コロナ感染拡大以降の法人グループの感染症対応体制 

a) 感染対策本部の設置 

2020 年 4 月 1 日，その経営本部会議において，過去に 

図 1 感染対策本部の構成（出所：著者作成） 

 

表 1 A 社会福祉法人と関連施設について 

（著者作成） 

 
 

経験のない感染症拡大に対する危機感と的確な感染対応 

を現場に周知させる目的から，感染対策本部を設置し，

法人の施設ごとではなく，グループ全体でコロナ対応を

検討・実践することとなった（図 1）．また，経営戦略

室には，医療機関において感染管理を専門としていた感

染制御実践看護師が在籍していることから感染管理部と

して法人全体のコロナ対策を統括することとなった(3)． 

感染対策本部の主な機能は，法人内におけるコロナ対

応に関する指示・命令，応援要請の意思決定，事業所

間・関係機関との連携の調整，入居者・利用者及びその

家族への伝達事項の決定などである．感染対策本部は，5

つの拠点からなり，それぞれが必要に応じて連携を図る

形となっている（表 2）． 

b) 感染管理部（経営戦略室）での活動 

感染管理部（経営戦略室）は，各施設の具体的な感染

防止策の整備・指導・評価，法人グループ全体のフェー

ズ作成と修正・各事業所への配信，コロナを含む感染に

関連した相談窓口を担っていた(4)．主な活動は、以下の

①から⑦のとおりである． 

①巡回指導（感染ラウンド） 

感染チェックリストに沿って現場の状況を目視し，改

善が必要な事項や改善方法を管理者に伝え，次回の巡回

で改善内容の確認を行っていた．技術的な事（個人防護

用具の着脱など）については都度，現場で実技研修を行

った．現場の状況を確認しながら，感染チェックリスト

の各項目を実行するための手順書の作成・改訂（Plan），  

理事長

病院（事務長）

福祉施設（統括次長）

事務部門（統括部長）

一般企業（管理者）

経営戦略室（室長）

感染管理部
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図 2 感染対策フロー（著者作成） 

 

 

手順書に沿った感染対策の実施（Do），現場が実践した 

感染対策を感染チェックリストに沿って感染管理部が評

価する（Check），正しい感染対策の実践と共に業務改善

も行われて行く（Action）の循環を目的に毎週 1 回行っ

た．巡回指導の日程は柔軟に対応し，巡回に要する時間

は 30 分程度である．感染ラウンドで出た質問と回答は，

Q&A として，全事業所に配信していた．感染ラウンドは，

感染拡大を抑止するための課題抽出，迅速な問題の解決

を行う機会として機能していた． 

②宿泊場所の整備 

コロナ陽性者への対応を行う職員の宿泊場所の検討を

行った．宿泊施設２か所を宿泊場所として指定する協定

を結び，職員の家庭内感染を予防する仕組みをつくり，

職員とその家族の不安の軽減に努めた． 

③感染対策フローの整備 

入居者・利用者・職員およびその家族にコロナが疑わ

れる場合の連絡の仕方について，その都度，マニュアル

を読み込む手間を省くため，感染対応フローを作成した．

感染対策フローは，職員から「携帯出来る分かりやすい

連絡手順が欲しい」との声があがったため作成したもの

であり，全ての職員が携帯するよう周知徹底を図ってい

た（図 2）． 

④職員の家庭生活での注意事項 

職員が帰宅後の家庭において，玄関など出入り口です

ぐに手洗い，食事用テーブルなど頻回接触部位の環境消

毒の徹底等の注意事項を感染ラウンドで指導するととも

に、全職員に複数回メールで配信した． 

⑤陽性者の隔離場所の整備 

感染対策本部の設立時より，コロナの感染流行は長引

表表 22  感感染染対対策策本本部部のの機機能能（（出出所所：：著著者者作作成成））    
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くことを想定し，ほとんどの間口に使用できる陰圧換気

システムの導入が検討され，すぐに承認された(4)．陰圧

換気システムの条件は，広範囲な場所で使用でき，入り

口の大きさにも合わせて装着できる簡易陰圧換気装置で

あることだった．陰圧換気装置は，入所施設である特別

養護老人ホーム，老人保健施設，そして隔離場所に転用

する予定の小規模多機能施設の1事業所の3カ所に，2020

年 12月～2021年3月にかけて設置した．社会福祉法人の

理事会に臨時の予算申請を行う為，申請書類，複数社の

見積書，仕様書の準備を行い，2020 年 6 月の法人理事会

に議題提出を行った．翌月 7 月の理事会で，導入が決定

された． 

⑥介護施設等における感染防止策にかかる支援Ⅰの利用 

2020年8月，社会福祉法人が補助対象となる｢介護施設

等における感染防止策にかかる支援Ⅰ｣（4,320 千円×設

置台数）が厚労省から通達された為，導入予定となって

いた陰圧換気システム 3 台の補助金申請を行い，10 月に

申請許可が下りた(6)（表 3）．2020 年 12 月末に業者から

機材が搬入された．まずは，特別養護老人ホームの静養

室に設置し，早速，発熱症状を呈したコロナ疑いの入居

者に使用された．しかし，この時の発熱した入居者は後

にインフルエンザであることが判明したため，通常の飛

沫感染対策を行った個室隔離が行われた．補助金が交付

されたのは，簡易陰圧装置が設置された写真を提出して

から約 1 ヶ月後の 2021 年 1 月末だった．その後，残りの

2 台も予定していた老人保健施設と小規模多機能施設に

設置され，設置から 1 ヶ月後に補助金が交付された． 

⑦災害支援ボランティアの募集 

 コロナを自然災害として捉え，社会福祉協議会と協議

し，災害支援ボランティアとして支援者に対する募集と

説明会を行った．結果，2 名のボランティアが決まり，

特別養護老人ホーム，老人保健施設に 1 人ずつ配置され

た．主な作業は，環境整備，リネン交換，食事の片付け

等，直接，入居者とは関わらない業務だった．ボランテ

ィアは福祉施設での勤務経験や介護関連の資格を持たな

い一般人であったが，施設職員と位置づけ，ワクチン接

種を行った．  

c) 病院での活動 

系列の医療法人の病院では，入院患者に高齢者が多く，

関連している福祉施設に高齢者施設が多いこと，市内に

コロナ対応の病床が少なかったため，病院の敷地内に新

たに接触者外来・隔離病棟をつくることとなった．以下，

①から③において，接触者外来・隔離病棟をつくった経

過と必要事項について述べる． 

①新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関設備整備

事業の補助金利用による機器の購入 

新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関設備整備

事業の補助金申請を行い，簡易陰圧換気装置 3 台を導入

し，人工呼吸器などを整備した(7)（表 3）． 

②接触者外来(8)の設置 

接触者外来は，保健所が軽症と判断した患者のみが紹

介されて受診する仕組みであった．保健所から依頼のあ

った患者は，全く院内を通ること無く，プレハブもしく

は車中でのリモート診察，企業用検診車での胸部単純撮

影が行われて帰宅という流れだった．検査結果について

は，保健所から患者に電話で報告され，陽性だった場合

は保健所の指示に従うという流れで運営された． 

③院内のコロナ感染者向け隔離病棟の整備 

病院内でコロナ感染者が発生した場合，その感染者を

収容する隔離病棟については，病院の感染対策委員会に

て検討された．隔離病棟の対応を病棟専属職員で行うこ

とについては，担当になった場合に自分も罹患するのが

怖い，家族にうつしてしまわないか，専属職員になりた

くない等，コロナに対する不安の声があがっていた．そ

のため，専属職員は病棟師長らが務めることとなった．

県や市，その他関係者の協議の結果，当グループ内で 2

カ所の隔離場所を作ることは難しいと判断された．以前

から，福祉施設で準備を進めていた小規模多機能施設を

病床利用することに変更となり，4 床の隔離病床を稼働

させることに決定した．これらの隔離病床を実現するた

表 3 医療保険と介護保険における補助金一覧表 

 
 

補助率（金額） 補助実施主体 利用の有無

1 国2/3，都道府県1/3 都道府県 自動的に配布

2 国2/3，都道府県1/3 都道府県

○

3 国2/3，都道府県1/3 都道府県 ○

4 1定員あたり97.8万円 地方自治体

5 都道府県が認める団体

6 福祉医療機構

7 国10/10 国（民間業者へ委託）

8 1/2 都道府県

9 1/2 都道府県

10 国10/10 都道府県 ○

11 国（民間業者へ委託）

12 国10／10 都道府県 ○

介護分野における効果的な
感染防止等の取組支援事業

専門家による相談支援，BCP作成支援，メンタルヘルス支援

新型コロナウイルス感染症
緊急包括支援事業（医療機関）

コロナ患者の検査・治療に関わる医療器材や病床工事への支援，
病床×４５０万円

介護事業所におけるICT導入の加速化支援 勤怠管理・シフト表作成ソフトの購入費，wi-fi購入・設置費

地域医療介護総合確保基金を活用した
介護ロボットの導入支援

介護ロボット1機器あたり30万円，見守りセンサー150万円

新型コロナウイルス感染症
緊急包括支援金交付金（介護分）

外部研修・多機能型管理居室の設置費，慰労金の支給

社会福祉施設等の介護職員等の確保支援 他の社会福祉施設からの介護職員の応援派遣の旅費，宿泊費

医療・福祉事業に対する無利子・無担保等の
危機対応融資の拡充

融資率100％，無担保6.000万円，償還期間15年以内

介護支援専門員研修等オンライン化等事業 介護支援専門員やユニットケア施設の職員の在宅研修の促進

介護施設等における感染拡大防止対策
に係る支援Ⅱ

入所系介護施設の多床室の個室化に要する改修費

補助金名 補助内容

布製マスクの配布事業（全介護事業所対象） 国が購入した布マスクを全介護事業所に配布

都道府県が消毒薬・マスクを一括購入し介護施設に配布

介護施設等の環境消毒の費用を補助

介護施設における簡易陰圧装置・換気設備に係る経費

コロナが発生した場合の環境消毒費用，衛生用品費用，

人員確保に必要な職業紹介料　　※人件費は、介護報酬で評価

介護施設等における感染拡大防止対策
に係る支援Ⅰ

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス
事業所に対するサービス継続支援事業
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くことを想定し，ほとんどの間口に使用できる陰圧換気
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たに接触者外来・隔離病棟をつくることとなった．以下，

①から③において，接触者外来・隔離病棟をつくった経

過と必要事項について述べる． 

①新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関設備整備

事業の補助金利用による機器の購入 

新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関設備整備

事業の補助金申請を行い，簡易陰圧換気装置 3 台を導入

し，人工呼吸器などを整備した(7)（表 3）． 

②接触者外来(8)の設置 

接触者外来は，保健所が軽症と判断した患者のみが紹

介されて受診する仕組みであった．保健所から依頼のあ

った患者は，全く院内を通ること無く，プレハブもしく

は車中でのリモート診察，企業用検診車での胸部単純撮

影が行われて帰宅という流れだった．検査結果について
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めにクリアしなければならなかった課題は，介護報酬の

対象となる居室を，診療報酬の対象病床にすることだっ
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2021 年 3 月より診療報酬の対象病床として稼働すること
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（薬局長），看護部長と共に感染ラウンドを実施した(8)． 

d) 福祉施設での活動 

 福祉施設では，厚労省からの通知に対する利用者への

働きかけと入居者の隔離場所の整備を行った．以下，①

から④において，その内容を述べる． 

①デイサービス利用自粛の呼びかけ 

福祉施設の所在地は，2020 年 4 月 7 日新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法（特措法）第 32 条第 1 項に基づく

緊急事態措置実施区域となった．これにより，県は「可
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サービスの事業管理者は，利用者やケアマネージャーを

対象に通達の内容について説明を行った（表 4）． 

利用者本人または家族に承諾を得た上で，現時点での

利用者および家族の健康状態や生活状況について，事業

管理者が聞き取りを行った．そして，聞き取った情報か

ら，利用の自粛が可能かどうかを本人・家族・ケアマネ

表 4 新型コロナウイルス感染症に係る県の対処方針 

 
 

 
図 3 小規模多機能施設（出所：2021 年 4 月 5 日 A 社会福祉法人感染対策本部会議資料） 
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ージャーの 3 者で検討した．また，その際にコロナの感

染拡大の理由で事業所が利用出来なくなった場合は，他

の事業所を利用してもらう事が可能なのかも聞いたとこ

ろ，5 人の利用者が利用を自粛するとの答えが返ってき

た． 

②厨房の代替業者の選定 

福祉施設の入居者および利用者の食事は，全て社会福

祉法人内の厨房が作っており，在宅への配食サービスも

行っていた．複数の厨房職員が感染し従事出来なくなっ

た時を想定し，改めて代行業者の選定を行い，協定を締

結した． 

③隔離施設の整備 

福祉施設の感染対策委員会では，多数事業所があるの

で，複数の入居者が陽性となった場合や軽症あるいは無

症状の場合，認知症や介護を理由に入院が困難になるこ

とが想定された．また，コロナ感染症の症状が呼吸器症

状を伴うケースが多いことから，接触飛沫感染に加えエ

アロゾル産生感染 9)を視野に入れる必要があった． 

そこで，小規模多機能施設の一つを隔離施設として，

県や市と協議を行った．この施設のサービスを利用して

いた利用者については，本人と家族に説明を行い，別の

法人内施設を利用することで了承を得た．もともと B 市

には，コロナ患者の入院病床が 3 床と少なかったことも

あり，小規模多機能施設を隔離施設に転用するための協

議はスムーズに進んだ． 

小規模多機能施設の図面（図 3）において，色の濃い 4

部屋が陽性者の居室，太字点線箇所に簡易陰圧換気装置

（写真 1）が設置され，感染域と非感染域を分けた．簡

易陰圧換気装置本体は，前室として利用できるため，小

規模多機能施設の 4 部屋を陰圧室として利用することが

可能となった(9)．この陰圧室への入室は，陽性者はマス

ク着用と手指消毒を行った上で，施設玄関から簡易陰圧

装置をくぐり，居室へ入室するような動線とした．隔離

中の患者と対応職員の食事については，この施設から徒

歩 1 分ほどの病院の厨房で作られ，病院職員が隔離施設

に運ぶこととなった．トイレは，排泄物による便座の汚

染に複数人への感染のリスクがあることから，ポータブ

ルトイレを居室に設置し，使用後はその都度職員が廃棄

する形とした．入浴については，基本的に居室での清拭

と更衣を行い，居室からは，出ないようにした．医師の

診察は，隔離対象の患者は軽症であるため，リモート診

察と往診にて対応した． 

④感染が疑われる入居者用居室の整備 

特別養護老人ホームや老人保健施設において，玄関か

ら一番近い居室を感染者用居室と決め，簡易陰圧換気装

置を居室入り口に設置し陰圧室を作った．発熱や咳嗽と

いった症状がある入居者は，コロナ罹患を疑い，すぐに

陰圧室に移動することがマニュアル化された．陰圧室に

入居者を移動させるのと並行して関連病院に連絡・受

診・PCR 検査と抗原検査を実施した．結果が出るまでは

入居している施設の陰圧室にて様子観察を行い，検査結

果を待った．この陰圧室を使用した入居者の中には，検

査の結果，尿路感染やコロナ以外の肺炎，インフルエン

ザ B 型と判明した入居者もいたため，コロナ以外の感染

症拡大の予防としても効果があったと考える． 

 

e)事務部門での活動 

事務部門は，経理業務，総務業務，医療事務業務とグ

ループ内事務を統括した部門であり，感染対策に必要な

物品の選定や購入，業者の出入り，可能な限りの在宅ワ

ークの導入について感染管理部と共に検討した．社会福

祉法人の多数ある事業所の｢介護施設等における感染拡大

防止対策に係る支援Ⅰ｣，｢新型コロナウイルス感染症に

係る介護サービス事業所に対するサービス継続支援事業｣

の申請業務も行った(10)（表 3）． 

 

 
写真 1 空気感染隔離ユニット・ミンティ ECU シリーズ

（出所：著者撮影） 

 

f)一般企業での活動 

一般企業では，グループ内の職員の福利厚生として，

エステサロンや学童保育を運営している． 

①環境消毒剤の選定についての説明 

学童保育では，もともと古民家だった木造家屋を利用

していた．環境がほとんど木造と畳であったため，環境

消毒に使用する消毒剤の中で，次亜塩素酸ナトリウムを

使用することによる腐食や変色を説明した．基本的には

アルコール製剤の使用を薦め，畳や絨毯のような材質に

は，スチームモップのような熱蒸気による方法もあるこ

とを説明した 8)． 
②クラスター予防の指導 

まずは，クラスターが起きないように室内での活動を

昼食や勉強のみとした．活動は，野外での遊びを中心に

行った．幸いに，部屋数が多い古民家だったので，室内

で過ごす場合に児童を小グループに分け使用する部屋は

固定し，机は向かい合わせにならないように設置した．

保育中，お弁当は黙食に務め，室内外共に可能な限りマ

スク着用，外遊びの後と飲食前の石けんによる手洗いを

遵守することを支援員から児童らに指導した 7)． 
③児童の臨時受入れ 

この学童保育は，グループ外からも利用が可能なこと

から，他の学童が営業を停止したなどの理由から臨時で

受入れることも行っていた．多い時には，20 人以上の児

童を受入れていたので，他事業所からも人員の応援を行

った．実際の現場を感染管理部が訪れ，児童達が各部屋

に分散して飲食や勉強を行っているか，手洗いはどのよ

うに行っているかを確認した． 
④来客への対応 

エステサロンの営業について，感染対策委員会では，
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学童保育では，もともと古民家だった木造家屋を利用

していた．環境がほとんど木造と畳であったため，環境

消毒に使用する消毒剤の中で，次亜塩素酸ナトリウムを

使用することによる腐食や変色を説明した．基本的には

アルコール製剤の使用を薦め，畳や絨毯のような材質に

は，スチームモップのような熱蒸気による方法もあるこ

とを説明した 8)． 
②クラスター予防の指導 

まずは，クラスターが起きないように室内での活動を

昼食や勉強のみとした．活動は，野外での遊びを中心に

行った．幸いに，部屋数が多い古民家だったので，室内

で過ごす場合に児童を小グループに分け使用する部屋は

固定し，机は向かい合わせにならないように設置した．

保育中，お弁当は黙食に務め，室内外共に可能な限りマ

スク着用，外遊びの後と飲食前の石けんによる手洗いを

遵守することを支援員から児童らに指導した 7)． 
③児童の臨時受入れ 

この学童保育は，グループ外からも利用が可能なこと

から，他の学童が営業を停止したなどの理由から臨時で

受入れることも行っていた．多い時には，20 人以上の児

童を受入れていたので，他事業所からも人員の応援を行

った．実際の現場を感染管理部が訪れ，児童達が各部屋

に分散して飲食や勉強を行っているか，手洗いはどのよ

うに行っているかを確認した． 
④来客への対応 

エステサロンの営業について，感染対策委員会では，

 

7 
 

予約は複数人を同時に店内に迎え入れることをやめ，1
人ずつの施術とすることを決定した．施術中は，施術室

の窓を常に開け，換気に努めた．また，エステエシャン

は，施術の際に，フェイスシールド，マスク，ガウンを

着用することとした． 
 
 

４．コロナ対応の教訓を反映した平時から行う感

染対策について 
「コロナ対象の対策から、一般的な感染症対策へ」 
 
(1) 平時から感染予防策の重要ポイントを周知徹底 
前章にて，コロナ第一波以降の社会福祉法人等で応急

的（緊急的に）取り組んできた活動を紹介した．高齢者

介護施設で留意すべき感染症はコロナだけではない．コ

ロ対応の教訓も踏まえて，社会福祉法人にて 2021 年頃に

実施されるようになったコロナを含む様々な感染症に対

応した平時の感染対策の重要ポイントを紹介する． 

平時の感染対策では，標準予防策の徹底，定期的なマ

ニュアルの見直し（毎年），感染予防のための研修等が

行われている(11)．以下に示す事を福祉施設で実施してい

くためには，医療・感染の専門家の協力が必要であり，

医療機関と連携しておくことで，専門的な助言や指導を

受けることが可能となる． 

a) 環境消毒の重要性 

 標準予防策の基本項目は，手洗い/手指衛生，個人防護

用具の着脱，患者（入居者）配置，環境消毒，リネンの

取り扱い，マスク着用/咳エチケットの 6 項目がある．こ

の中で，環境から手を媒介して人から人へ伝播する接触

感染を予防するため環境消毒は，重要項目と言える． 

高齢者福祉施設の環境の特色として，デイルームや浴

室，トイレ等を大勢の入居者が共用している．これに対

して，介護職員がその都度手洗いを支援し，職員自身も

トイレ介助後やオムツ交換後の個人防護具の脱衣と手洗

いを確実に行わなければ，目に見えない環境の汚染度

（環境に付着する菌量またはウイルス量）は増す．多く

の人の手が触れる頻回接触部位とは，テーブル，ドアノ

ブ，手すり，パソコンキーボード，スイッチ類，リハビ

リ器具等がある．これらを一日に数回は拭き取り汚染度

を減らすことは，手洗いやマスク着用と同等に重要な対

策と言える． 

b) 家庭における標準予防策の実施 

標準予防策は，業務を終えて過ごす家庭内でも徹底さ

れなければならない．職場と家庭の両環境において平時

から標準予防策の徹底を行っていることを前提として，

ノロウイルスや疥癬の対応である接触感染予防策，イン

フルエンザやコロナウイルスの対応である飛沫感染予防

策，結核や水痘の対応である空気感染予防策といった感

染経路別予防策の実践が効果的と考える． 

 

(2) 高齢者施設における感染対策委員会の役割 

a) 現場の感染対策力の向上 

有事の時に備え，平時から職員が基本的な感染対策の

知識や技術の習得を行うことを，各部門の感染対策委員

会や管理者が理解する事が重要である．高齢者介護施設

では，年に２回の感染研修が行われる．この研修で，知

識や技術の向上を十分に図る事は困難である．今回行っ

たような感染ラウンドを質疑応答ができる研修の機会と

し，現場の業務上で可能な感染対応のやり方を共に考え

ることで，お互いのスキルの醸成をはからなければなら

ない．現場の職員が持ち回りでラウンドチェック表に沿

って環境改善を図れるよう感染対策委員会メンバーや管

理者が現場の調整を図ることが必要である 10)． 

b) 介護報酬改定における業務継続計画の義務付け 

2021 年 4 月の介護報酬改定において，感染症が発生し

た場合でも必要な介護サービスが継続的に提供できる体

制構築が求められた．これにより，全ての介護サービス

事業者に，年に 2 回以上の業務継続計画についての研

修・シミュレーションの実施が義務付けられている．こ

れに対して，年に 2 回のイベントにするのではなく日常

業務において感染対策と業務改善を進めながら，事業所

に合わせた業務継続の在り方を模索する必要がある．業

務継続計画の作成について，管理者の仕事として捉える

のではなく職員で構成された委員会活動として継続的に

修正と実践が行われる事が望ましい． 

 

 

５．高齢者介護福祉施設と医療施設の連携による

業務継続 
 
コロナ禍以前より，高齢者の長期の入院が予想される

肺炎や感染症疾患の受信・治療は，かかりつけ医を見つ

けておかないと簡単ではなかった．感染拡大やクラスタ

ーの予防には，迅速さが求められる．高齢者福祉施設の

業務継続が可能となった関連施設との連携について，以

下に述べる． 

 

(1) 医療と福祉の連携のあり方 

a) 医療体制の充実 

コロナが疑われる患者の診察・検査・入院を受入れる

のは，主に市民病院や基幹病院などの大きな医療機関だ

った．そのような時期に，当グループのケアミックス型

病院が B 市のコロナ疑いの患者・入居者・利用者，職員

に対する迅速な診察・検査・診断・治療，ワクチン接種

などを行った． 

これは，今まで役割と機能を超える試みだった．昨今

の介護施設のコロナ陽性者の救急搬送の困難事例を見て

も，躊躇なく医療機関を受診できることは，グループ内

の施設だけでなく，市民にとっても大きな安心に繋がっ

た．また，院内においても感染対策の周知徹底により，

結果的にクラスターも起こさずに運営することができた． 

b) 福祉施設の一部の隔離施設への転用 

福祉施設部門が隔離施設に転用した小規模施設は，生

活が重視された木造建築で，病院のような環境ではなく，

生活に配慮された良い環境だったと言える． 

もともと，介護施設であることから，法人内で転用す

るだけならば，いったん事業の廃止届を提出し，介護報

酬の対象居室としてコロナ陽性となった施設入居者が入

室する予定だった．しかしながら，介護施設として認可

をもらっている居室は，医療病床の増床として認める特

例は出せないとの県の判断があった．よって，病院の病

床を４床減らし，この隔離施設の４室を病院の病床とし

て取り扱うこととなった．以上の理由から，実働するま

でに半年間ほど協議する時間を要した．許可を待つ間，

できるだけ家具などの汚染を防ぐ為，不要なものは全て

持ち出した．どの職員も忙しい中，荷物の搬送を大勢が

手伝ってくれたお陰で，早々に病床に作り替えることが

出来た．後に，この隔離施設は，県内のコロナ軽症患者

69



 

8 
 

の隔離施設として利用された． 

 

(2) 医療と介護を支える関連施設 

a) 事務部門 

医療と介護の職員は実務に追われているため，社会福

祉法人の補助金等の申請は，全て事務部門が担うことと

なった．福祉施設が利用した｢新型コロナウイルス感染症

に係る介護サービス事業所に対するサービス継続支援事

業｣は，個人防護用具，清拭クロス，パルスオキシメータ

ーなどの購入費に対する補助である．事務部門が各事業

の申請を行い，各事業の規模に合わせた補助金が交付さ

れた（表４）．現場が困らない為にはどうすべきかを常

に考え，医療・介護業務以外での雑務を事務部門が行っ

た．衛生用品の選定と購入，備蓄や保管を行いながら，

現場が困らないように，定期的にマスク・消毒薬を各事

業所に運んだ． 

b) 学童保育での感染対策 

全ての事業所には，子育て世代の職員が多くいる．特

に医療・介護業務を行っている職員は，患者や入居者と

密接に関わる業務内容であることから，職場での感染か

ら家に持ち帰ることも考えられる．よって，祖父母や両

親以外に預けることが難しい．そこで，職員達が安心し

て仕事に行けるための学童保育の運営を目指し感染対策

と運営方法を検討した．どうすればクラスターを起こす

ことなく児童を預かることができるかを中心に業務を立

て直し，他事業所からの応援もあって，クラスターを起

こさず運営を行った． 

 

(3) 高齢者介護施設の感染管理における医療との連携 

a) 分野ごとに専門的な知識を持つ人材の必要性  

感染管理部（経営戦略室）のメンバーは，筆頭著者で

ある感染制御実践看護師 1 名（感染制御学修士，室長），

看護師1名（科長），社会福祉士1名で構成されていた． 

感染管理部としてコロナ対策を行うにあたり，感染マ

ニュアルの特に標準予防策と感染経路別予防策（接触，

飛沫，空気），感染ラウンドの方法，簡易陰圧装置の使

い方と注意点，補助金申請の方法等について等の共有を

行った．これは，メンバーの誰がコロナに罹患しても業

務を止めることなく各事業所を支援する為である． 

複数の事業所に対応する為には，マンパワーの確保が

重要である．法人グループの各事業所からの相談内容に

は，感染的な問題だけでなく介護現場や医療現場の専門

的な業務に関することも含まれている．医療機関におい

ての感染対策についても，感染的な問題を解決するには，

必ず現場についての知識や経験が必要とされている． 

b) 現場の対応力向上のための取組 

今回，医療機関の感染管理の手法を福祉施設に置き換

えてマネジメントを行った．医療機関では，感染対策委

員会の下部組織に ICT(Infection Control Team)を置く

ことが一般的であり，院内の感染予防活動を実践しなが

ら委員会メンバーのスキルアップを図っている．今回の

ように感染管理部のメンバーが，各事業所からの質問に

対して，知識と技術を共有しながら同じ回答を行う，陰

圧換気装置の設置や指導を行うことで現場のスキルアッ

プにも繋がった．この活動が，施設の感染対策を行いな

がらの業務継続の大きな一助になっていたと考える． 

 

 

６．考察 

 

(1) コロナ禍による新たな感染症リスクへの対応体制と

感染症に対する認識の変化について 

今までに無い規模の感染症リスクに対する対応体制と

して，｢３．新型コロナウイルス感染症に対する感染対策

本部の役割｣の中で感染対策本部の設置や役割・活動内容

について述べてきた．このプロセスの参考となった医療

機関で行われている施策と人々の感染症に対する認識の

変化について，以下に述べる． 

a) 福祉にも必要な感染対策の在り方 

本事例において，筆者がコロナに対して対応体制の参

考としたのは，過去に医療機関において行っていた｢感染

対策防止加算連携｣である 12), 13)． 

これは、｢感染対策向上加算１｣という感染症に対する

専門的な知識やスキルを持った医師や看護師が在籍して

いる主に急性期を担う病院が，｢加算２｣といった回復

期・慢性期を担う病院や｢加算３｣というクリニックに対

して定期的なカンファレンスや指導，研修を行うことで，

この連携を行っている医療機関全てに加算される．この

加算連携を行う病院の要件は，感染対策委員会及び

ICT(Infection Control Team)という実効的組織の設立

や院内の定期的ラウンド、抗菌薬適正使用（耐性菌の予

防），手指消毒の遵守率向上の推進である(13)．連携によ

り，感染症予防が強化され努力に対して加算として診療

報酬が得られる．加算で得た利益は，衛生材料購入やそ

の他の感染対応にかかった費用となる．今後、感染対策

向上に対する努力を行っている介護サービス事業の分野

においても同様の仕組みが設けられることによって福祉

施設の感染対応力の向上になるといえる． 

b) 感染対策への認識の変化 

コロナを含む飛沫感染症疾患は、｢４．コロナ対応を反

映した平時から行う感染対策｣で述べたように，大きな感

染拡大の予防には，必ず平時からの標準化された感染対

策の継続が不可欠である．コロナ以前では感染症は大き

なリスクと考えながらも，その対策としての標準予防策

や飛沫感染予防策の徹底は難しく，毎年のようにインフ

ルエンザ等が流行していた．しかし，コロナの感染拡大

を機に，福祉施設だけではなく多くの人々の感染対策へ

の認識は大きく変化し，手洗いのタイミングや正しいマ

スク着用，環境清拭などが一般的に行われるようになっ

たため感染症の発症は抑えられている．しかし，全ての

環境や人間には個人差があるため，その特殊性を踏まえ

た感染対策への工夫が必要である．  

c) 業務継続の観点からみる有効だった関連施設との連携 

 ｢５．高齢者介護施設と医療施設の連携による業務継

続｣では，A 社会福祉法人と関連施設の連携により，医療

体制の整備や介護業務とそれ以外の業務調整を行った結

果，業務継続が可能となった．コロナ疑い患者への迅速

な対応が，結果としてクラスターを予防し，法人関係者

だけでなく B 市や県内のコロナ疑い患者への対応にも発

展したことから，社会的にも貢献度が高かったといえる． 

 

(2) コロナ対応に係る厚労省関連の対応について 

 コロナ対応において，行政からの通知や新たに出され

る補助金等の施策において，その内容を読み込んで実施

するには，多くの時間と労力が必要だった．A 社会福祉

法人では，この作業を感染管理部が特化して行うことで

介護現場への負担を減らし，スムーズに行う事ができた． 

a) 厚労省及び県からの通知の把握と補助金の利用 

簡易陰圧装置の導入や衛生材料の確保は，厚労省・県
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の隔離施設として利用された． 

 

(2) 医療と介護を支える関連施設 

a) 事務部門 

医療と介護の職員は実務に追われているため，社会福

祉法人の補助金等の申請は，全て事務部門が担うことと

なった．福祉施設が利用した｢新型コロナウイルス感染症

に係る介護サービス事業所に対するサービス継続支援事

業｣は，個人防護用具，清拭クロス，パルスオキシメータ

ーなどの購入費に対する補助である．事務部門が各事業

の申請を行い，各事業の規模に合わせた補助金が交付さ

れた（表４）．現場が困らない為にはどうすべきかを常

に考え，医療・介護業務以外での雑務を事務部門が行っ

た．衛生用品の選定と購入，備蓄や保管を行いながら，

現場が困らないように，定期的にマスク・消毒薬を各事

業所に運んだ． 

b) 学童保育での感染対策 

全ての事業所には，子育て世代の職員が多くいる．特

に医療・介護業務を行っている職員は，患者や入居者と

密接に関わる業務内容であることから，職場での感染か

ら家に持ち帰ることも考えられる．よって，祖父母や両

親以外に預けることが難しい．そこで，職員達が安心し

て仕事に行けるための学童保育の運営を目指し感染対策

と運営方法を検討した．どうすればクラスターを起こす

ことなく児童を預かることができるかを中心に業務を立

て直し，他事業所からの応援もあって，クラスターを起

こさず運営を行った． 

 

(3) 高齢者介護施設の感染管理における医療との連携 

a) 分野ごとに専門的な知識を持つ人材の必要性  

感染管理部（経営戦略室）のメンバーは，筆頭著者で

ある感染制御実践看護師 1 名（感染制御学修士，室長），

看護師1名（科長），社会福祉士1名で構成されていた． 

感染管理部としてコロナ対策を行うにあたり，感染マ

ニュアルの特に標準予防策と感染経路別予防策（接触，

飛沫，空気），感染ラウンドの方法，簡易陰圧装置の使

い方と注意点，補助金申請の方法等について等の共有を

行った．これは，メンバーの誰がコロナに罹患しても業

務を止めることなく各事業所を支援する為である． 

複数の事業所に対応する為には，マンパワーの確保が

重要である．法人グループの各事業所からの相談内容に

は，感染的な問題だけでなく介護現場や医療現場の専門

的な業務に関することも含まれている．医療機関におい

ての感染対策についても，感染的な問題を解決するには，

必ず現場についての知識や経験が必要とされている． 

b) 現場の対応力向上のための取組 

今回，医療機関の感染管理の手法を福祉施設に置き換

えてマネジメントを行った．医療機関では，感染対策委

員会の下部組織に ICT(Infection Control Team)を置く

ことが一般的であり，院内の感染予防活動を実践しなが

ら委員会メンバーのスキルアップを図っている．今回の

ように感染管理部のメンバーが，各事業所からの質問に

対して，知識と技術を共有しながら同じ回答を行う，陰

圧換気装置の設置や指導を行うことで現場のスキルアッ

プにも繋がった．この活動が，施設の感染対策を行いな

がらの業務継続の大きな一助になっていたと考える． 

 

 

６．考察 

 

(1) コロナ禍による新たな感染症リスクへの対応体制と

感染症に対する認識の変化について 

今までに無い規模の感染症リスクに対する対応体制と

して，｢３．新型コロナウイルス感染症に対する感染対策

本部の役割｣の中で感染対策本部の設置や役割・活動内容

について述べてきた．このプロセスの参考となった医療

機関で行われている施策と人々の感染症に対する認識の

変化について，以下に述べる． 

a) 福祉にも必要な感染対策の在り方 

本事例において，筆者がコロナに対して対応体制の参

考としたのは，過去に医療機関において行っていた｢感染

対策防止加算連携｣である 12), 13)． 

これは、｢感染対策向上加算１｣という感染症に対する

専門的な知識やスキルを持った医師や看護師が在籍して

いる主に急性期を担う病院が，｢加算２｣といった回復

期・慢性期を担う病院や｢加算３｣というクリニックに対

して定期的なカンファレンスや指導，研修を行うことで，

この連携を行っている医療機関全てに加算される．この

加算連携を行う病院の要件は，感染対策委員会及び

ICT(Infection Control Team)という実効的組織の設立

や院内の定期的ラウンド、抗菌薬適正使用（耐性菌の予

防），手指消毒の遵守率向上の推進である(13)．連携によ

り，感染症予防が強化され努力に対して加算として診療

報酬が得られる．加算で得た利益は，衛生材料購入やそ

の他の感染対応にかかった費用となる．今後、感染対策

向上に対する努力を行っている介護サービス事業の分野

においても同様の仕組みが設けられることによって福祉

施設の感染対応力の向上になるといえる． 

b) 感染対策への認識の変化 

コロナを含む飛沫感染症疾患は、｢４．コロナ対応を反

映した平時から行う感染対策｣で述べたように，大きな感

染拡大の予防には，必ず平時からの標準化された感染対

策の継続が不可欠である．コロナ以前では感染症は大き

なリスクと考えながらも，その対策としての標準予防策

や飛沫感染予防策の徹底は難しく，毎年のようにインフ

ルエンザ等が流行していた．しかし，コロナの感染拡大

を機に，福祉施設だけではなく多くの人々の感染対策へ

の認識は大きく変化し，手洗いのタイミングや正しいマ

スク着用，環境清拭などが一般的に行われるようになっ

たため感染症の発症は抑えられている．しかし，全ての

環境や人間には個人差があるため，その特殊性を踏まえ

た感染対策への工夫が必要である．  

c) 業務継続の観点からみる有効だった関連施設との連携 

 ｢５．高齢者介護施設と医療施設の連携による業務継

続｣では，A 社会福祉法人と関連施設の連携により，医療

体制の整備や介護業務とそれ以外の業務調整を行った結

果，業務継続が可能となった．コロナ疑い患者への迅速

な対応が，結果としてクラスターを予防し，法人関係者

だけでなく B 市や県内のコロナ疑い患者への対応にも発

展したことから，社会的にも貢献度が高かったといえる． 

 

(2) コロナ対応に係る厚労省関連の対応について 

 コロナ対応において，行政からの通知や新たに出され

る補助金等の施策において，その内容を読み込んで実施

するには，多くの時間と労力が必要だった．A 社会福祉

法人では，この作業を感染管理部が特化して行うことで

介護現場への負担を減らし，スムーズに行う事ができた． 

a) 厚労省及び県からの通知の把握と補助金の利用 

簡易陰圧装置の導入や衛生材料の確保は，厚労省・県
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からの補助金の通知を待つことなく早期に必要な設備と

して導入が検討されていた．簡易陰圧換気装置の導入や

衛生材料の確保についての補助は、物品購入を検討した

時の見積書と購入後に提出する領収書で支給されるため，

通知を待ってから発注すると納品が遅れ，対応が後手に

回ると判断された．これらの対応は，一時的に多額の費

用を立て替えることになるため，小規模事業所では困難

である．今後，小規模事業所のコロナ陽性疑い及び陽性

者を隔離する場所の確保について，医療機関への入院も

難しいことから，他法人間連携も検討される必要がある． 

b) 厚労省のガイドラインについて 

A 社会福祉法人では，新型コロナウイルスのガイドラ

インが出される前に，飛沫感染症の感染拡大防止策とし

ての対応策を講じていた．新型コロナウイルスのガイド

ラインが厚労省から出されたが，感染管理に普段から関

わっていなければ理解するのは難しい内容である 14)．ガ

イドラインの内容を把握し現場に合わせて実践するには，

感染管理の専門家の支援が必要である．福祉施設の入居

者・利用者は様々であり，感染的視点だけでなく，医療

的・福祉的側面からのアプローチも必要となる．本事例

において，感染管理部の各メンバーが感染管理・医療・

福祉の専門知識を持ち合わせていたことが，A 社会福祉

法人にとって強みだったといえる．今後，各事業所規模

や既存の設備がどのくらい有りどの程度実践可能かを客

観的に評価し，感染対応力の向上を継続的に支える事業

所間連携もガイドラインに組み込まれれば，より実践者

にとって参考にしやすいと考えられる． 

 

 

７．まとめ 
 

 本論文では，事例研究を通じて，感染対策は福祉施設

と医療などの関連施設が連携しながら、相互の機能補完

や一体的な対策が効果的であることを示した．また，感

染症対応が伴う業務継続においては，平時から感染対策

を徹底しておくことが重要であるが，そのためには医療

や感染に関する知識やノウハウを有する医療施設と日頃

から連携しておく必要があることが示された．さらに，

コロナ対応においては，連携する医療施設が福祉施設の

入居者・利用者の医療対応を行うだけでなく，感染予防

的措置を講ずる上でも大きな役割を果たすことで，福祉

施設の業務が破綻することなく継続できたことから，施

設間連携の重要性が示された． 

 

 

８．残された研究課題 
 

どうすれば感染拡大が進む中で，業務を継続すること

ができるかは、高齢者介護施設に限らず社会全般におけ

る課題である．今後も，感染対策が継続されない限り，

第 7 波に続く感染拡大が起こり得る．コロナ禍がどれほ

ど長期に渡ろうとも，別の感染症が発生しようとも標準

予防策と感染経路（接触，飛沫，空気）に準じた対策は

変わらない 11), (12)．必要なのは，平時から連携がとれる

関係作りと正しい感染対策の継続に対する支援が，喫緊

の課題である．厚生労働省から出ている新型コロナウイ

ルス感染症発生時の業務継続ガイドラインの実践におい

ても，個々の取組みに任せるのではなく専門職による実

践の PDCA サイクルへの支援が，感染症による甚大な被害

の予防策となる． 

昨今，福祉事業における自然災害時の法人間および地

域との連携は，水害を始めとする自然災害の甚大な被害

から進みつつある．しかしながら，感染症においての法

人間および地域との連携は，まだ一部にしか行われてい

ない．今後も起こりえる新興感染症にむけて，早急に行

われることが望まれる(14)．また，世界的に流行する新興

感染症を自然災害と認識し，防災訓練と同様に平時にシ

ミュレーションを行い，現場の対応力を向上させること

が重要である． 

 

 

補注 
 

(1) 指定感染症とは，感染症法第6条に定められた当該疾病の蔓

延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそ

れのあるもの． 

(2) 要介護度とは，寝たきりや認知症の度合いにより常時，介

護を必要とする度合いを8段階に区分したものであり，要介

護度 3 は自力で生活動作が行えず 24 時間介護が必要な状態

を示す． 

(3) 関連施設とは，社会福祉法人が運営しておらず，同一理事

長の創設による医療法人や一般企業をさす．  

(4) 感染制御実践看護師は，東京医療保健大学大学院医療保健

学研究科が行う，厚生労働省から認められたプログラムで

ある「感染制御実践看護学講座」の修了試験に合格した看

護師に付与される資格である． 

(5) 一般的な医療分野で使用されるフェーズではなく，感染段

階局面に合わせた各拠点とその事業所の具体的な運営方法

を示したもの． 

(6) 簡易陰圧装置とは，室内の空気を機械的に負圧にした状態

で，HEPA フィルターを通して室外に排気する装置．空気感

染・飛沫感染の病原菌の室外への漏洩を防ぐ 

(7) 介護拠点整備事業補助金とは，介護施設において新型コロ

ナウイルス感染症を予防する観点から，介護施設等の簡易

陰圧装置の設置（備品購入，工事費）について補助金によ

る支援が行われた． 

(8) 接触者外来は、現在の発熱者外来をさす． 

(9) 新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関設備整備事業

は，新型コロナウイルス感染症患者の入院医療を提供する

医療機関に対して，入院させるために必要な病床や医療資

機材等の設備整備を支援するもの． 

(10)ICT(Infection Control Team)とは，病院内で起こる様々

な感染症から，患者・家族・職員の安全を守るため，組織

横断的に病院全体の感染対策活動を行う他職種で構成され

た組織のこと． 

(11)陰圧換気室とは，空気感染症およびエアロゾル産生手技

（用手換気，採痰，鼻腔や咽頭からの検体採取）を行う陰

圧空調が備わった病室のこと． 

(12)感染防止対策支援事業及び慰労金とは，新型コロナウイル

ス感染症緊急包括支援交付金（介護分）のことであり，県

が主体となって介護サービスが継続できるよう必要な物資

の支援と介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金

の支給を行うこと． 

(13)標準予防策とは，患者（入所者・利用者）の血液，体液，

分泌物，嘔吐物，排泄物，創傷皮膚，粘膜血液は，常に感

染する危険性があるものとして取り扱う事を目的にした考

え方のこと．主に，手洗い，マスク着用，環境消毒，咳エ

チケットなどがある． 
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(14)新興感染症とは，これまでに知られておらず，最近になっ

て出現した感染症の総称． 
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１．はじめに 
 

寿命の延伸と出生率の低下に伴い，人口に占める高齢

者の割合は，今後世界的に増加すると予測されている1), 2)．

我が国においても，65歳以上人口の割合（高齢化率）は，

28.8％（2020年10月1日現在）となっており，2036年には

33.3％，2065年には38.4％となると予測され，2005年から

は世界的にも最も高い水準で推移している2)． 
災害による被害が高齢者に偏っていることは，世界保

健機関（World Health Organization；WHO）からも指摘さ

れている3)．例えば，ハリケーン・カトリーナの死者数

における65歳以上の割合は，約60％であると報告されて

いる4)．我が国においても，阪神・淡路大震災では，60
歳以上の死者数は3,732名（58.3％）5)，東日本大震災で

は65歳以上の死者数は10,270名（54.4％）と報告されてい

る6)．このように，高齢者の災害被害が多い理由は，加

齢に伴う身体的・認知的要因や，既存の社会的要因（社

会的不公平や社会的関係性の要因等）により，ネガティ

ブな影響を受けやすいためと考えられている7) ． 
高齢期には，上述の要因で災害時の脆弱性が増すこと
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は否めないが，これらの要因には個人差が大きいため，

高齢者への災害対策は，一律に考えることはできない．

しかしながら，高齢者の災害による脆弱性の軽減は必須

である．高齢者の災害対策を進めるためには， Tuohyら
も指摘しているように，地域高齢者(1)は，その年齢と社

会性に配慮した災害準備を行うことが重要であると考え

られる 8) ． 
緊急時に備えて行われる水や食料の備蓄や地震保険へ

の加入，避難に対する備え，防災情報の入手等，個人や

世帯で実施する災害への備えの実施については，disaster 
preparednessとして，多くの報告がなされている9)-14)など．

本研究では，disaster preparednessを「災害準備」とし，個

人で実施する災害への備え全般を指すこととする． 
地域高齢者の災害準備（disaster preparedness）について，

米国の大規模調査であるHealth and Retirement Studyの2010
年調査において，一連の報告がなされている9)-11)．Al-
Rousanは，加齢，身体障害，低い教育水準，低所得が，

災害準備にネガティブに関連していることを示し，医療

機関，公衆衛生，危機管理部門等の連携による問題解決

を提案している9)．また，Killianらは，高齢者は災害準備

が十分されてはいないこと，医療従事者の声かけは効果

があること，災害時に他者を助けた経験は，災害準備を

促進することを示した10)．CoxとKimは，高齢になるほど，

また身体機能低下や独居である場合に災害準備をしてい

ないこと，女性は災害準備をする傾向があることを示し

ている．さらに，低所得者層は高所得者層と比べて，ヒ

スパニック系は，黒人や白人より災害準備をしておらず，

黒人は低所得の場合に災害準備をしていないといった，

人種と災害準備の関連から，災害に脆弱なグループを特

定し，災害準備を促進するためのプログラムはマイノリ

ティと低所得な高齢者を対象とすべきとした11)． 
また，2019年に米国で行われた50歳から80歳の地域高

齢者2256名を対象としたWeb調査では，災害準備への独

居のネガティブな関連が報告された．そして，65歳以上

の高齢者は，50～64歳と比較して，水や食料の備蓄や薬

や医療機器の備蓄といった災害準備を実施していること

を示した．しかし，医療機器の利用者は24時間以上続く

停電に対処する自信がないこと等，個人の状況に応じた

介入の必要性を指摘している12)． 
以上の先行研究からは，災害準備には，性別，年齢，

人種，身体障害，教育歴，経済状況，独居が関連してい

ることが示された． 
我が国では，Hattoriらによる南海トラフ巨大地震が想

定される西日本沿岸地域の75歳以上の地域高齢者を対象

とした調査研究が行われている．この研究では，災害準

備を低下させる要因として，女性であること，認知機能

の低下，独居が報告されている．また，災害準備を促進

する要因としては，地域社会での親密な住民との交流に

効果があることを示している13)．さらに，認知症高齢者

は，「独居」「要介護」「移動支援」の特性を持つ場合

には，特に災害準備への支援が必要であることを報告し

ている14)．この調査では，訪問による丁寧な聞き取り調

査を行っているが，要介護者も含む75歳以上の高齢者が

対象であり，地域も限定されている． 
 そこで，本研究では，地域高齢者の大規模調査のデー

タを用いて，我が国における自立高齢者における災害準

備の状況とその関連要因を明らかにする．そして，地域

高齢者の災害準備を促進するための課題を示すことによ

り，地域高齢者の防災対策の向上に資することを目的と

する． 

２．方法 
 

分析データ

本研究は，日本老年学的評価研究（Japan Gerontological 
Evaluation Study； JAGES）プロジェクトが実施した

JAGES 2019 年度調査 (2)を用いた横断研究である．

JAGES2019 年度調査は，64 自治体の 65 歳以上の高齢者

を対象に，自記式，郵送（配布・回収）で実施された．

実施期間は 2019 年 11 月～2020 年 1 月，全回答者数は

367,640 名（回収率：52.4%）であった．このうち，防災

関連項目を含むバージョンの調査を実施した 24,353 名

（回収率：53.0%）から，個人属性の回答に欠損のない

18,879 名（男性：9,195 名，女性：9,684 名，有効回答

率：41.1％）を分析対象とした． 
なお，本調査は，国立長寿医療研究センター倫理審査

委員会，千葉大学倫理審査委員会，一般社団法日本老年

学的評価研究機構倫理審査委員会の承認を得て実施した．

本研究は，一般社団法日本老年学的評価研究機構で定め

られた本データの取り扱い事項を遵守し，匿名化したデ

ータで分析した． 
 

分析項目

災害準備の項目(3)として，①水や食料の備蓄，②家具

の固定，③地震保険への加入，④避難場所と経路の把握，

⑤地域の防災の話し合いへの参加を尋ねた．各災害準備

の質問文と選択肢を表１に示す． 
 

表 災害準備の質問文と選択肢 
 あなたの家では水や食料を何日分備蓄していますか．

備蓄していない／ ～ 日分／ ～ 日分／ 日分以上
 あなたの家では大きい家具や冷蔵庫を地震で倒れないように

固定していますか．
していない／しているが半分未満／半分以上している
／すべてしている

 あなたの住まいは地震保険・共済に加入していますか．
はい／いいえ

 あなたは地域の避難場所やそこまでの経路を把握しています
か．
避難場所・経路ともに把握している／避難場所のみ把握して
いる／把握していない

 あなたは地域の人と災害時の助け合いのための話し合いや計
画づくりを行う会に参加していますか．
月に 回以上／年に数回程度／年に 回以上／年に 回
未満／参加していない／そのような会はない・わからない

 
高齢者の属性は，性別，年齢，経済状況（1. 大変苦し

い～5. 大変ゆとりがある），教育年数，持ち家，IADL
（Instrumental Activities of Daily Living；手段的日常生活動

作）を用いた．IADLは，老研式活動能力指標(4) により測

定し，下位項目である手段的自立，知的能動性，社会的

役割を分析に用いた． 
 

分析方法

本研究では，地域高齢者の災害準備への関連要因をみ

るために，各災害準備と高齢者の属性，IADLについて，

クロス集計で災害準備の実施状況を示した．次に，変数

間の影響を取り除くため，各災害準備を従属変数とし，

高齢者の属性と IADL を独立変数として，全てを同時投
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られた本データの取り扱い事項を遵守し，匿名化したデ

ータで分析した． 
 

分析項目

災害準備の項目(3)として，①水や食料の備蓄，②家具

の固定，③地震保険への加入，④避難場所と経路の把握，

⑤地域の防災の話し合いへの参加を尋ねた．各災害準備

の質問文と選択肢を表１に示す． 
 

表 災害準備の質問文と選択肢 
 あなたの家では水や食料を何日分備蓄していますか．

備蓄していない／ ～ 日分／ ～ 日分／ 日分以上
 あなたの家では大きい家具や冷蔵庫を地震で倒れないように

固定していますか．
していない／しているが半分未満／半分以上している
／すべてしている

 あなたの住まいは地震保険・共済に加入していますか．
はい／いいえ

 あなたは地域の避難場所やそこまでの経路を把握しています
か．
避難場所・経路ともに把握している／避難場所のみ把握して
いる／把握していない

 あなたは地域の人と災害時の助け合いのための話し合いや計
画づくりを行う会に参加していますか．
月に 回以上／年に数回程度／年に 回以上／年に 回
未満／参加していない／そのような会はない・わからない

 
高齢者の属性は，性別，年齢，経済状況（1. 大変苦し

い～5. 大変ゆとりがある），教育年数，持ち家，IADL
（Instrumental Activities of Daily Living；手段的日常生活動

作）を用いた．IADLは，老研式活動能力指標(4) により測

定し，下位項目である手段的自立，知的能動性，社会的

役割を分析に用いた． 
 

分析方法

本研究では，地域高齢者の災害準備への関連要因をみ

るために，各災害準備と高齢者の属性，IADLについて，

クロス集計で災害準備の実施状況を示した．次に，変数

間の影響を取り除くため，各災害準備を従属変数とし，

高齢者の属性と IADL を独立変数として，全てを同時投
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入するモデルで，先行研究 10), 12), 13), 14)と同様にロジステ

ィック回帰分析による検討を行った． 
ロジスティック回帰分析を行うにあたり，従属変数と

して，各災害準備の変数を以下のように 2 値（0，1）と

して用いた（「あり」を 1，「なし」を 0）．①水や食料

の備蓄では，1 日以上している場合を「あり」とした．

②家具等の固定は，「していない」を「なし」，それ以

外を「あり」とした．③地震保険への加入は，加入の場

合に「あり」とした．④避難場所と経路の把握は，避難

場所と経路をともに把握している場合を「あり」とした．

⑤地域の防災の話し合いへの参加は，参加したことがあ

る場合を「あり」とした． 
独立変数では，年齢は 75 歳未満と 75 歳以上（後期高

齢者），経済状況は「大変苦しい」「やや苦しい」を経

済的困難「あり」，「ふつう」～「大変ゆとりがある」

を「なし」，教育年数は 13 年未満と 13 年以上，住居の

状況は賃貸をリファレンスとし（持ち家「あり」，賃貸

「なし」），居住状況は独居をリファレンス（独居は

「あり」，同居を「なし」）とした．IADLは各項目が満

点の場合は低下なし，それ以外を低下ありとした．また，

独立変数として用いた変数間の相関係数は，いずれも絶

対値で0.256以下であり，多重共線性が生じるような強い

相関は認められないことを確認した(5)． 
統計分析には，IBM SPSS Statistics27 を用いた． 

 
 
３. 結果 
 

災害準備の現状

地域高齢者の災害準備の現場は下記のとおりであった． 
水や食料の備蓄では，備蓄なしが 31.0％，1～3 日分が

45.6％であった（図１）． 

 
図 水や食料の備蓄

 
家具等の固定では，固定をしていない高齢者が 56.1％

であった（図 2）． 

 
図 家具等の固定 

地震保険・共済への加入は，加入している高齢者が

64.5％であった（図 3）． 

図 地震保険・共済への加入 

避難場所と経路の把握は，避難場所と経路をともに把

握している高齢者が加入している高齢者が 58.8％，避難

場所のみ把握が 29.0％，知らないという回答も 12.2％で

あった（図 4）． 

図 避難場所と経路の把握 

地域の防災の話し合いの会への参加は，そのような会

はない・わからないと回答した高齢者が 36.2％，参加し

ていない高齢者が 39.6％と 8 割弱の高齢者が参加してい

なかった（図 5）． 

図 地域の防災の話し合いへの参加 

災害準備に関連する要因

水や食料の備蓄

水や食料の備蓄の有無と高齢者の属性，IADLとのクロ

ス集計を行った．その結果，水や食料の備蓄は，性別で

は女性，年齢では 75 歳未満，経済状況では困難でない場

合，教育年数では 13 年以上，住居の状況では持ち家，居

住状況では同居，IADLの手段的自立，知的能動性，社会

的役割を維持している場合に，実施割合が高いことが有

意に認められた（χ2検定；表 2）． 
次に，水や食料の備蓄の有無を従属変数，高齢者の属

性，IADLを独立変数として，ロジスティック回帰分析で

検討した．その結果，女性は男性に比べて 1.19 倍（OR 

75
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1.09; 表 3），教育年数が 13年以上では，13年未満と比べ

て 1.40 倍（OR 1.40; 表 3），持ち家に居住しているとそ

うでない人と比べて 1.33 倍（OR 1.33; 表 3），IADL の知

的能動性と社会的役割が維持されている高齢者は，低下

が見られる高齢者と比べて，それぞれ 1.54 倍，1.22 倍

（OR 1.54,1.22; 表 3）備蓄をしていることが明らかになっ

た．しかし，経済状況が困難な高齢者は 3 割弱（OR 0.73; 
表 3），独居高齢者は 2 割強（OR 0.89; 表 3），そうでは

ない高齢者と比較して備蓄をしていないことが示された． 

表 水や食料の備蓄と属性のクロス表 

表 水や食料の備蓄に関連する要因

ロジスティック回帰分析結果 

家具等の固定

家具等の固定の有無と高齢者の属性，IADLとのクロス

集計を行った．その結果，性別では有意な差が認められ

なかったが，年齢では 75 歳以上，経済状況では困難でな

い場合，教育年数では 13 年以上，住居の状況では持ち家，

居住状況では同居，IADLの手段的自立，知的能動性，社

会的役割を維持している場合に，家具等の固定の実施割

合が高いことが有意に認められた（χ2検定；表 4）．

次に，家具等の固定の有無を従属変数，高齢者の属性，

IADLを独立変数として，ロジスティック回帰分析で検討

した．その結果，75 歳以上の高齢者（後期高齢者）は 75
歳未満の高齢者（前期高齢者）と比べて 1.15 倍（OR 

1.15; 表 5），教育年数が 13年以上では，13年未満と比べ

て 1.29 倍（OR 1.29; 表 5），持ち家に居住しているとそ

うでない人と比べて 1.49 倍（OR 1.49; 表 5），IADL の知

的能動性と社会的役割が維持されている高齢者は，低下

が見られる高齢者と比べて，それぞれ 1.47 倍，1.16 倍

（OR 1.47, 1.16; 表 5），家具の固定をしていることが明

らかになった．しかし，経済的困難がある高齢者は 2 割

強（OR 0.78; 表 5），独居高齢者は 3 割（OR 0.70; 表 5），

そうではない高齢者と比較して家具の固定をしていない

ことが示された． 

表 家具等の固定と属性のクロス表 

表 家具の固定に関連する要因

ロジスティック回帰分析結果 

地震保険・共済への加入

地震保険・共済への加入状況の有無と高齢者の属性，

IADLとのクロス集計を行った．その結果，性別，年齢，

IADLの手段的自立には有意な差が認められなかった．経

済状況では困難でない場合，教育年数では 13 年以上，住

居の状況では持ち家，居住状況では同居，IADLの知的能

動性，社会的役割を維持している場合に，地震保険・共

済への加入の実施割合が高いことが有意に認められた

ｎ ％ ｎ ％ ｐ
性別 男性 33.0% 67.0%

女性 29.1% 70.9%
年齢 75歳未満 30.4% 69.6%

75歳以上 31.8% 68.2%
経済状況 困難ではない 28.5% 71.5%

困難 38.5% 61.5%
教育年数 13年未満 33.7% 66.3%

13年以上 25.3% 74.7%
住居の状況 賃貸等 41.3% 58.7%

持ち家 29.7% 70.3%
居住状況 同居 30.2% 69.8%

独居 35.5% 64.5%
手段的自立 低下 35.9% 64.1%

維持 30.6% 69.4%
知的能動性 低下 39.4% 60.6%

維持 26.8% 73.2%
社会的役割 低下 34.7% 65.3%

維持 27.1% 72.9%

なし 1日以上あり
水と食料の備蓄

性別 男性(Ref.)
女性

年齢 75歳未満(Ref.)
75歳以上

経済状況 困難ではない(Ref.)
困難

教育年数 13年未満(Ref.)
13年以上

住居の状況 賃貸等(Ref.)
持ち家

居住状況 同居(Ref.)
独居

IADL_手段的自立 低下(Ref.)
維持

IADL_知的能動性 低下(Ref.)
維持

IADL_社会的役割 低下(Ref.)
維持

ｎ ％ ｎ ％ ｐ
性別 男性 56.4% 43.6%

女性 55.8% 44.2%
年齢 75歳未満 57.3% 42.7%

75歳以上 54.7% 45.3%
経済状況 困難ではない 53.7% 46.3%

困難 63.3% 36.7%
教育年数 13年未満 58.7% 41.3%

13年以上 50.8% 49.2%
住居の状況 賃貸等 69.7% 30.3%

持ち家 54.4% 45.6%
居住状況 同居 54.4% 45.6%

独居 65.8% 34.2%
手段的自立 低下 59.8% 40.2%

維持 55.8% 44.2%
知的能動性 低下 64.4% 35.6%

維持 52.0% 48.0%
社会的役割 低下 59.4% 40.6%

維持 52.8% 47.2%

家具等の固定
なし あり

性別 男性(Ref.)
女性

年齢 75歳未満(Ref.)
75歳以上

経済状況 困難ではない(Ref.)
困難

教育年数 13年未満(Ref.)
13年以上

住居の状況 賃貸等(Ref.)
持ち家

居住状況 同居(Ref.)
独居

IADL_手段的自立 低下(Ref.)
維持

IADL_知的能動性 低下(Ref.)
維持

IADL_社会的役割 低下(Ref.)
維持

76
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1.09; 表 3），教育年数が 13年以上では，13年未満と比べ

て 1.40 倍（OR 1.40; 表 3），持ち家に居住しているとそ

うでない人と比べて 1.33 倍（OR 1.33; 表 3），IADL の知

的能動性と社会的役割が維持されている高齢者は，低下

が見られる高齢者と比べて，それぞれ 1.54 倍，1.22 倍

（OR 1.54,1.22; 表 3）備蓄をしていることが明らかになっ

た．しかし，経済状況が困難な高齢者は 3 割弱（OR 0.73; 
表 3），独居高齢者は 2 割強（OR 0.89; 表 3），そうでは

ない高齢者と比較して備蓄をしていないことが示された． 

表 水や食料の備蓄と属性のクロス表 

表 水や食料の備蓄に関連する要因

ロジスティック回帰分析結果 

家具等の固定

家具等の固定の有無と高齢者の属性，IADLとのクロス

集計を行った．その結果，性別では有意な差が認められ

なかったが，年齢では 75 歳以上，経済状況では困難でな

い場合，教育年数では 13 年以上，住居の状況では持ち家，

居住状況では同居，IADLの手段的自立，知的能動性，社

会的役割を維持している場合に，家具等の固定の実施割

合が高いことが有意に認められた（χ2検定；表 4）．

次に，家具等の固定の有無を従属変数，高齢者の属性，

IADLを独立変数として，ロジスティック回帰分析で検討

した．その結果，75 歳以上の高齢者（後期高齢者）は 75
歳未満の高齢者（前期高齢者）と比べて 1.15 倍（OR 

1.15; 表 5），教育年数が 13年以上では，13年未満と比べ

て 1.29 倍（OR 1.29; 表 5），持ち家に居住しているとそ

うでない人と比べて 1.49 倍（OR 1.49; 表 5），IADL の知

的能動性と社会的役割が維持されている高齢者は，低下

が見られる高齢者と比べて，それぞれ 1.47 倍，1.16 倍

（OR 1.47, 1.16; 表 5），家具の固定をしていることが明

らかになった．しかし，経済的困難がある高齢者は 2 割

強（OR 0.78; 表 5），独居高齢者は 3 割（OR 0.70; 表 5），

そうではない高齢者と比較して家具の固定をしていない

ことが示された． 

表 家具等の固定と属性のクロス表 

表 家具の固定に関連する要因

ロジスティック回帰分析結果 

地震保険・共済への加入

地震保険・共済への加入状況の有無と高齢者の属性，

IADLとのクロス集計を行った．その結果，性別，年齢，

IADLの手段的自立には有意な差が認められなかった．経

済状況では困難でない場合，教育年数では 13 年以上，住

居の状況では持ち家，居住状況では同居，IADLの知的能

動性，社会的役割を維持している場合に，地震保険・共

済への加入の実施割合が高いことが有意に認められた

ｎ ％ ｎ ％ ｐ
性別 男性 33.0% 67.0%

女性 29.1% 70.9%
年齢 75歳未満 30.4% 69.6%

75歳以上 31.8% 68.2%
経済状況 困難ではない 28.5% 71.5%

困難 38.5% 61.5%
教育年数 13年未満 33.7% 66.3%

13年以上 25.3% 74.7%
住居の状況 賃貸等 41.3% 58.7%

持ち家 29.7% 70.3%
居住状況 同居 30.2% 69.8%

独居 35.5% 64.5%
手段的自立 低下 35.9% 64.1%

維持 30.6% 69.4%
知的能動性 低下 39.4% 60.6%

維持 26.8% 73.2%
社会的役割 低下 34.7% 65.3%

維持 27.1% 72.9%

なし 1日以上あり
水と食料の備蓄

性別 男性(Ref.)
女性

年齢 75歳未満(Ref.)
75歳以上

経済状況 困難ではない(Ref.)
困難

教育年数 13年未満(Ref.)
13年以上

住居の状況 賃貸等(Ref.)
持ち家

居住状況 同居(Ref.)
独居

IADL_手段的自立 低下(Ref.)
維持

IADL_知的能動性 低下(Ref.)
維持

IADL_社会的役割 低下(Ref.)
維持

ｎ ％ ｎ ％ ｐ
性別 男性 56.4% 43.6%

女性 55.8% 44.2%
年齢 75歳未満 57.3% 42.7%

75歳以上 54.7% 45.3%
経済状況 困難ではない 53.7% 46.3%

困難 63.3% 36.7%
教育年数 13年未満 58.7% 41.3%

13年以上 50.8% 49.2%
住居の状況 賃貸等 69.7% 30.3%

持ち家 54.4% 45.6%
居住状況 同居 54.4% 45.6%

独居 65.8% 34.2%
手段的自立 低下 59.8% 40.2%

維持 55.8% 44.2%
知的能動性 低下 64.4% 35.6%

維持 52.0% 48.0%
社会的役割 低下 59.4% 40.6%

維持 52.8% 47.2%

家具等の固定
なし あり

性別 男性(Ref.)
女性

年齢 75歳未満(Ref.)
75歳以上

経済状況 困難ではない(Ref.)
困難

教育年数 13年未満(Ref.)
13年以上

住居の状況 賃貸等(Ref.)
持ち家

居住状況 同居(Ref.)
独居

IADL_手段的自立 低下(Ref.)
維持

IADL_知的能動性 低下(Ref.)
維持

IADL_社会的役割 低下(Ref.)
維持
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（χ2検定；表 6）． 
次に，地震保険・共済への加入の有無を従属変数，高

齢者の属性，IADLを独立変数として，ロジスティック回

帰分析で検討した．その結果，教育年数では有意な差が

認められなかったが，持ち家の高齢者は，そうでない高

齢者の 3.97 倍（OR 3.97; 表 7），IADL の知的能動性，社

会的役割が維持されていると，それぞれ 1.16 倍，1.33 倍

（OR 1.16, 1.33; 表 7），加入していることが示された．

年齢では 75 歳以上は 1 割弱（OR 0.93; 表 7），経済的困

難は 2 割（OR 0.80; 表 7），独居は 2 割強（OR 0.75; 表
7），IADL の知的能動性が維持されている高齢者は 1 割

強（OR 0.85; 表 7），そうではない高齢者と比較して加入

していないことが示された． 
 

表 地震保険・共済への加入と属性のクロス表 

表 地震保険・共済への加入に関連する要因

ロジスティック回帰分析結果 

避難場所と経路の把握

避難場所と経路の把握について，高齢者の属性との関

連を検討した．まず，避難場所と経路の把握と高齢者の

属性とのクロス集計を行った．その結果，性別では男性，

年齢では 75 歳以上，経済状況では困難でない場合，教育

年数では 13 年以上，住居の状況では持ち家，居住状況で

は同居，IADLの手段的自立，知的能動性，社会的役割を

維持している場合に，避難場所と経路の把握の実施割合

が高いことが有意に認められた（χ2検定；表 8）． 
次に，避難場所と経路の把握の有無を従属変数，高齢

者の属性，IADLを独立変数として，ロジスティック回帰

分析で検討した．その結果，75 歳以上の高齢者（後期高

齢者）は 75 歳未満の高齢者（前期高齢者）と比べて 1.12
倍（OR 1.12; 表 9），持ち家に居住している高齢者とそう

でない人と比べて 1.50 倍（OR 1.50; 表 9），IADL の手段

的自立，知的能動性と社会的役割が維持されている高齢

者は，低下が見られる高齢者と比べて，それぞれ 1.19 倍，

1.35 倍，1.48 倍（OR 1.19, 1.35, 1.48; 表 9），避難場所と

経路の把握をしていることが明らかになった．しかし，

女性は男性と比べて約 2 割（OR 0.81; 表 9），経済的困難

がある高齢者は 2 割弱（OR 0.82; 表 9），独居高齢者は 1
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表 避難場所と経路の把握と属性のクロス表 

表 避難場所と経路の把握に関連する要因

ロジスティック回帰分析結果 
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地域の防災の話し合いへの参加について，高齢者の属

性との関連を検討した．まず，地域の防災の話し合いへ

ｎ ％ ｎ ％ ｐ
性別 男性 35.6% 64.4%

女性 35.4% 64.6%
年齢 75歳未満 34.9% 65.1%

75歳以上 36.2% 63.8%
経済状況 困難ではない 32.8% 67.2%

困難 43.5% 56.5%
教育年数 13年未満 36.0% 64.0%

13年以上 34.4% 65.6%
住居の状況 賃貸等 68.5% 31.5%

持ち家 31.4% 68.6%
居住状況 同居 33.3% 66.7%

独居 48.1% 51.9%
手段的自立 低下 33.7% 66.3%

維持 35.6% 64.4%
知的能動性 低下 40.4% 59.6%

維持 33.1% 66.9%
社会的役割 低下 39.7% 60.3%

維持 31.1% 68.9%

地震保険・共済への加入
なし あり

性別 男性(Ref.)
女性

年齢 75歳未満(Ref.)
75歳以上

経済状況 困難ではない(Ref.)
困難

教育年数 13年未満(Ref.)
13年以上

住居の状況 賃貸等(Ref.)
持ち家

居住状況 同居(Ref.)
独居

IADL_手段的自立 低下(Ref.)
維持

IADL_知的能動性 低下(Ref.)
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ｎ ％ ｎ ％ ｐ
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女性 42.6% 57.4%
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教育年数 13年未満(Ref.)
13年以上

住居の状況 賃貸等(Ref.)
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居住状況 同居(Ref.)
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IADL_手段的自立 低下(Ref.)
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の参加と高齢者の属性とのクロス集計を行った．その結

果，教育年数には有意な差が認められなかった．性別で

は男性，年齢では 75 歳以上，経済状況では困難でない場

合，住居の状況では持ち家，居住状況では同居，IADLの

手段的自立，知的能動性，社会的役割を維持している場

合に，地域の防災の話し合いへの参加の実施割合が有意

に高いことが認められた（χ2検定；表 10）． 
次に，地域の防災の話し合いへの参加を従属変数とし

て，高齢者の属性との関連をロジスティック回帰分析で

検討した．その結果，75 歳以上の高齢者（後期高齢者）

は 75 歳未満の高齢者（前期高齢者）と比べて 1.77 倍

（OR 1.77; 表 11），持ち家に居住している高齢者とそう

でない高齢者と比べて 1.50 倍（OR 1.50; 表 11），IADL
の手段的自立，知的能動性と社会的役割が維持されてい

る高齢者は，低下が見られる高齢者と比べて，それぞれ

1.21 倍，1.37 倍，2.03 倍（OR 1.21, 1.37, 2.03; 表 11）参加

していることが明らかになった．しかし，女性は男性と

比べて 4 割弱（OR 0.63; 表 11）地域の防災の話し合いへ

の参加割合が低いことが示された． 
 
表 地域の防災の話し合いへの参加と属性のクロス表 

表 地域の防災の話し合いへの参加に関連する要因

ロジスティック回帰分析結果 

結果のまとめ

地域高齢者の災害準備には，経済的困難や独居が「避

難場所や経路の把握」以外の災害準備にネガティブな関

連を示した．持ち家に居住していることは災害準備にポ

ジティブな影響が認められた．また，女性は男性と比べ

て「水や食料の備蓄」は実施しているが，「避難場所と

経路の把握」や「地域の防災の話し合いへの参加」とい

った地域での災害準備への参加が低い傾向が示された．

さらに，75 歳以上の後期高齢者は，前期高齢者と比べて，

「水や食料の備蓄」以外の災害準備の実施割合が高かっ

た． 
IADLでは，知的能動性と社会的役割の低下があると，

「水や食料の備蓄」以外の災害準備を実施しない傾向が

認められた．さらに，手段的自立の低下は，「避難場所

と経路の把握」や「地域の防災の話し合いへの参加」と

いった地域との関わりが必要な災害準備とネガティブな

関連が認められた． 

４．考察

災害準備の現状把握について

本研究では，地域高齢の災害準備の現状把握を試みた．

そこで，災害準備の現状について，兵庫県の「第 4 回県

民モニターアンケート 防災に対する意識と取組み」

（2022 年実施）15) （以下，兵庫県調査）と内閣府が 2017
年に実施した「防災に関する世論調査」16) （以下，内閣

府調査）の調査における類似項目の結果について考察し

た(4)． 
兵庫県調査では，「家具等の固定」をしている人は

49.2％，「飲料水や食料品の備蓄」をしている人は

77.4％で，本研究では「家具等の固定」は 43.9％とやや

低く，「水や食料の備蓄」69.0％と低い割合を示した．

兵庫県調査は，阪神・淡路大震災の経験がある人が

81.7％を占めており，その経験がこれらを実施している

人の割合が高いことに影響していると推察された．しか

し，兵庫県調査が兵庫県在住・在勤・在学の 18 歳以上の

全年齢を対象としているが，本調査は，64自治体の 65歳
以上の地域高齢者が対象であるため，調査結果には居住

地域や年代コホート等による影響が生じている可能性が

考えられるため，結果の解釈に留意する必要がある． 
内閣府調査では，「大地震に備えて」実施しているこ

ととして，「地震保険の加入」は 46.1％，「食料や飲料

水・日用品等の準備」は 45.7％，「家具・家電等の固定」

は 40.6％，「避難場所を決めている」は 38.8％と報告さ

れていた．この調査では，年代別の集計結果も公表され

ている．60～69 歳，70 歳以上のそれぞれの割合は，「地

震保険の加入」は 51.6％，49.2％，「食料や飲料水・日

用品等の準備」は 47.6％，40.8％，「家具・家電等の固

定」は 41.6％，37.9％，「避難場所を決めている」は

36.8％，32.2％であった． 
「地震保険の加入」の本研究の結果は 64.5％と，内閣

府調査と比べて高かった．しかし，75 歳以上の後期高齢

者において，クロス集計では加入割合が低い傾向があり

（p=0.064，表 6），性別や経済状況等を統制したロジス

ティック回帰分析では有意に高かった（p=0.024，表 7）．

内閣府調査との年齢区分が異なるが，前期高齢者と比べ

て後期高齢者での加入割合が低くなるという傾向は同様

であると考えられる． 

ｎ ％ ｎ ％ ｐ
性別 男性 73.1% 26.9%

女性 78.4% 21.6%
年齢 75歳未満 77.0% 23.0%

75歳以上 74.3% 25.7%
経済状況 困難ではない 75.1% 24.9%

困難 77.9% 22.1%
教育年数 13年未満 76.1% 23.9%

13年以上 75.2% 24.8%
住居の状況 賃貸等 85.7% 14.4%

持ち家 74.6% 25.4%
居住状況 同居 75.1% 24.9%

独居 79.6% 20.4%
手段的自立 低下 80.2% 19.8%

維持 75.4% 24.6%
知的能動性 低下 81.5% 18.5%

維持 73.0% 27.0%
社会的役割 低下 82.0% 18.0%

維持 69.2% 30.8%

地域の防災の話し合いへの参加
なし あり

性別 男性(Ref.)
女性

年齢 75歳未満(Ref.)
75歳以上

経済状況 困難ではない(Ref.)
困難

教育年数 13年未満(Ref.)
13年以上

住居の状況 賃貸等(Ref.)
持ち家

居住状況 同居(Ref.)
独居

IADL_手段的自立 低下(Ref.)
維持

IADL_知的能動性 低下(Ref.)
維持

IADL_社会的役割 低下(Ref.)
維持

78



 

6 
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本研究における「水や食料の備蓄」は 69.0％と，内閣

府調査における「食料や飲料水・日用品等の準備」の

45.7％より高い割合であった．また，本研究の結果から

は，前期高齢者と後期高齢者の違いもわずかであり（表

2），ロジスティック回帰分析では有意な差はなくなるこ

と（表 3）も示された．これらは内閣府調査に日用品が

入っていることが影響していると思われる． 
「家具・家電等の固定」での本研究の結果は，43.9％

とほぼ同様の結果であった．しかし，後期高齢者での実

施割合が高く（χ2 検定，ロジスティック回帰分析とも

に p<0.001：表 4，5），内閣府調査とは異なる結果とな

った．このことには，本研究結果では地域で自立してい

る高齢者を対象としていることが影響している可能性が

考えられる． 
本研究における「避難場所を把握」している割合は，
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準備から女性が参加することは必要であり，参加を促進

していくことは，今後の課題である． 

本研究の意義と限界について

本研究では，地域高齢者の災害準備について，大規模

データによる分析を行った．これまで，我が国における

自立高齢者の災害準備の大規模調査による研究はなく，

本研究で初めて，その現状を示すことができた．また，

災害準備への関連要因を明らかにし，日本の地域高齢者

の状況と合わせて検討することで，今後の地域の防災対

策の促進に資する知見を示すことができた． 
しかしながら，本研究で用いたデータは，全国の代表

性があるサンプリングではなく，必ずしも日本全体の状

況を反映しているとはいえない．今後は地域差も考慮し

た分析が必要となると考えられる．これらは，本研究の

限界であるといえる．また，今回の分析では，災害準備

とジェンダーや地域ネットワークとの関連について，よ

り詳細な分析の必要性が示されたが，本研究においては

深掘りする分析は行っていない． 今後は，さらにテーマ

を絞った研究として，分析を進めることで，地域高齢者

の災害準備の促進するために，さらなる示唆が得られる

と考えられる． 
 
 
補 注 

(1) 本論文で用いる「地域高齢者」は地域で生活している高齢

者を指し，施設への入所をしている高齢者と区別する． 
(2) 本研究で用いた JAGES 2019年度調査データは，要支援・要

介護認定を受けていない自立高齢者を対象としたデータセ

ットである． 
(3) 今回の分析に用いた質問項目は，地域高齢者が必要とする

災害への準備について，主に地域防災を専門とする研究者

と老年学の研究者が参加する JAGES 研究会のワークショッ

プで検討した結果について，さらに地域防災等の災害研究

の研究者 4 名が検討を重ねて作成したものである． 
(4) 老研式活動能力指標 (IADL)は，ADL（Activities of Daily 

Living；日常生活動作）の測定ではとらえられない高次の

生活能力を評価するために開発された 13 項目の多次元尺度．

これらの尺度は，「手段的自立」（項目 1～5）「知的能動

性」(項目 6～9）「社会的役割」(項目 10～13）の３つの活

動能力を測定する．それぞれの質問項目について，「はい」

という回答に 1 点，「いいえ」という回答に 0 点を与え，

単純に加算して合計得点を算出し 20)，変数として用いた． 
老研式活動能力指標を下記に示す．なお，ここでは，補

注_表 1 として各項目のみを示したが，本尺度の標準化され

た手続きでは，先に下記の設問文を提示し，その後に，補

注_表 1 の質問項目を記して，各項目について回答を求める．

本研究は，この手続きの通りに実施した． 
 
【設問文】
毎日の生活についてうかがいます．以下の質問のそれぞれについて，
「はい」「いいえ」のいずれかに○をつけて，お答えください．

補補注注 表表 ．．老老研研式式活活動動能能力力指指標標のの質質問問項項目目

(5) ロジスティック回帰分析に用いた独立変数間の相関を下記

に示す． 
 

補補注注_表表 2．．ロロジジスステティィッックク回回帰帰分分析析にに用用いいたた独独立立変変数数のの相相関関 

 
相関係数は Spearman の順位相関係数 
** ：1% 水準で有意 (両側)  
 
(6) これらの調査は，本研究で用いた調査項目と類似の項目が

含まれていること，サンプリングに留意し，それが明確に

示された大規模調査で，対象者に高齢者が含まれており，

調査実施時期が近いことから，本研究結果の考察に用いた．

ただし，両調査とも，質問文や選択肢は全く同じではない

ため，考察は限定的である． 

謝辞

本研究で使用したデータは，JSPS 科研（JP15H01972），厚生

労働科学研究費補助金（H28-長寿-一般 002），国立研究開発法

人日本医療開発機構（ AMED ）長寿科学研究開発事業

(JP18dk0110027, JP18ls0110002, JP18le0110009, JP20dk0110034, 
JP21lk0310073, JP21dk0110037)，国立研究開発法人国立長寿医療

研究センター長寿医療研究開発費（29-42, 30-22, 20-19, 21-20），

国立研究開発法人科学技術振興機構 (OPERA, JPMJOP1831)，革

新的自殺研究推進プログラム（1-4），公益財団法人笹川スポー

年齢 経済状況 教育年数 住宅の状況 居住状況 手段的
自立

知的
能動性

相関係数
有意確率
度数
相関係数
有意確率
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有意確率
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有意確率
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社会的
役割

年齢

経済
状況

教育
年数

住宅の
状況

居住
状況

手段的
自立

１．バスや電車を使って一人で外出できますか
２．日用品の買い物ができますか
３．自分で食事の用意ができますか
４．請求書の支払いができますか
５．銀行預金・郵便貯金の出し入れが自分でできますか
６．年金などの書類が書けますか
７．新聞を読んでいますか
８．本や雑誌を読んでいますか
９．健康についての記事や番組に関心がありますか
．友だちの家を訪ねることがありますか
．家族や友だちの相談にのることがありますか
．病人を見舞うことができますか
． 若い人に自分から話しかけることがありますか
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５．銀行預金・郵便貯金の出し入れが自分でできますか
６．年金などの書類が書けますか
７．新聞を読んでいますか
８．本や雑誌を読んでいますか
９．健康についての記事や番組に関心がありますか
．友だちの家を訪ねることがありますか
．家族や友だちの相談にのることがありますか
．病人を見舞うことができますか
． 若い人に自分から話しかけることがありますか
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   This study tries to investigate the effects and usefulness of disaster memorial museums in the affected area by the 
2011 Great East Japan Earthquake (GEJE): Iwate and Miyagi, compared with museums in other affected areas: Hyogo, 
Niigata, and Tokyo. We conducted an internet survey of the people (N=137) visiting the five disaster memorial 
museums. The five museums could be classified into four categories based on three axes. It is suggested that the two 
museums of GEJE would be more effective in improving visitors’ ability of disaster risk reduction and more intention 
to pass them on to others and less in learning response, recovery, and reconstruction, preparedness than those in other 
regions. Finally, three measures/factors could be proposed to utilize the museums of GEJE more effectively. 
 
Keywords: disaster memorial museums, the 2011 Great East Japan Earthquake, disaster tradition, disaster education,  
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１．はじめに 
 
将来の災害リスクを低減するために，過去に発生した

災害の教訓を継承することは重要である．我が国では過

去に多くの自然災害等を経験する中で，当時の経験や教

訓を後世に伝えていこうという伝承文化があり，今日で

も各地域で受け継がれ，我が国の防災における大きな柱

となっている 1）．過去の災害を伝える行為が，東日本大

震災において津波からの避難の促進に効果があったこと

も示されている 2）． 
災害の経験や教訓を後世に伝えていくために，災害に

関する博物館が多数整備されている 3）．災害に関する博

物館とは，矢守 3）の暫定的な定義によると「災害を引き

起こした自然現象のメカニズム，被害の状況，あるいは，

被災からの復旧・復興プロセスを理解しつづけると共に，

そのことを通して，犠牲者の慰霊，災害の記憶の保全，

将来の防災・減災への貢献などを主目的として，（特定

の）災害に関する諸資料や諸活動を，意図的かつ集中的

に集積・組織化した施設」である．我が国では 1931 年に

東京都復興記念館が設立された 4）．その後も 1998年には

北淡町震災記念公園（野島断層保存館），2001 年には奥

尻島津波館，2002 年には雲仙岳災害記念館，阪神・淡路

大震災記念 人と防災未来センター，2011 年には中越メモ

リアル回廊など数多くの施設が整備されてきた 5）, 6）．本

研究では，人と防災未来センターの取り組み 7）に倣い，

災害に関する資料の保存・展示をする施設を「災害伝承

ミュージアム」と表記することとする． 
東日本大震災の被災地においても，災害伝承ミュージ

アムが数多く整備されている．2022 年 3 月 30 日時点で

302 件の震災の実態と教訓を発信する展示施設や震災遺

構が震災伝承施設として登録されている 8）．震災伝承施

設の定義は，東日本大震災から得られた実情と教訓を伝

承する施設のうち， 1）災害の教訓が理解できるもの，2）
災害時の防災に貢献できるもの，3）災害の恐怖や自然の

畏怖を理解できるもの，4）災害における歴史的・学術的

価値があるもの，5）その他（災害の実情や教訓の伝承と
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認められるもの）のいずれかの項目に該当する施設のこ

とである 9）．来訪者が訪問しやすく，案内員の配置や語

り部活動等，来訪者の理解しやすさに配慮している第 3
分類の施設は，2022年3月30日時点で59施設である 9）．  
これまで東日本大震災の災害伝承ミュージアムの震災

学習の効果や，学習効果が高い施設が明らかになってい

る． 門倉ら 10）は，宮城県仙台市の 2つの震災伝承施設に

て出口調査を行い，これらの施設が来訪者の震災への興

味関心や備えや心づもりを高めていることを明らかにし

た．佐々木ら 11）は，語り部ガイドを「被災した地域で来

訪者に災害を語り伝える人」と定義し，岩手県釜石市の

語り部ガイドツアーの参加者とガイドツアーの非参加者

を対象に調査を行い，語り部ガイドツアーへの参加が防

災の意識変化と関連していることを明らかにした．渡邉

ら 12）は，被災地への来訪者を対象にインターネット調査

を行い，2020 年 1 月時点で震災伝承施設（第 3 分類）に

登録済の 46 施設を，来訪者の訪問目的と防災行動変容効

果によって 4 つに類型化した．これにより，学習目的の

来訪者が少ないものの，防災行動変容への効果が高い施

設があることが示された． 
その学習効果の高い東日本大震災の施設が，先行事例

の災害伝承ミュージアムと比較してどの程度の学習効果

があるのか，学習効果にどのような差異があるのかは明

らかになっていない．これまでに，東日本大震災被災地

における災害伝承の特徴については次のことが明らかに

されている．佐藤 13）は，語り部（震災語り部）と呼ばれ

る被災体験者による語りが他地域と比較して盛んに行わ

れていることを示した．西尾 14）は，災害遺構のデータベ

ースを作成し，45件中 25件が東日本大震災関連の遺構で

あることを報告している．このことから，他の災害と比

べて災害遺構が多く保存されていることが示された．

Maly & Yamazaki5）, 6）は，東日本大震災の発生前後の災害

伝承ミュージアムの施設タイプや主な展示内容を比較し

て，東日本大震災の災害伝承ミュージアムは，津波が再

現的に発生する過程と歴史との関係の展示が多く，復興

や生活再建に関する発信が少なく，NPO 等の小規模な民

間施設が多いと報告している．このように他地域と比較

した東日本大震災の災害伝承ミュージアムの特徴は明ら

かになっているものの，ミュージアムの利用者が実際に

学んだ知識や学習効果が先行事例と比較してどの程度で

あるかは明らかになっていない．しかし，利用者視点で

先行事例との比較を行うことが可能になれば，近年設立

されたばかりの東日本大震災のミュージアムの特徴が明

らかになり，より効果的な災害伝承を実現するための取

り組みや改善策を提案することが可能になる． 
本研究は，先進事例の災害伝承ミュージアムと比較し

た際の東日本大震災の震災伝承施設の震災学習への効果

や有用性を明らかにすることを目的として，利用者視点

で災害伝承ミュージアムを類型化し，東日本大震災の震

災伝承施設の特徴を明らかにする．その後，それぞれの

施設の特徴とその施設の展示・プログラムの対応関係を

考察することで，東日本大震災の震災伝承施設を利活用

した，より効果的な災害伝承を行うための方策を提案す

る． 
 
 

２．方法 
 

(1)対象ミュージアムの選定 

東日本大震災被災地の災害伝承ミュージアムと先進事

例の災害伝承ミュージアムの両方に訪れたことのある人

を調査対象として，インターネット調査を実施した．両

方の地域のミュージアムの訪問者を対象としたのは，ミ

ュージアムごとの純粋な学習効果を測定するためである．

ミュージアムごとに異なる訪問者を対象にすると，ミュ

ージアムによる学習効果の差のほかに，回答者の個人特

性（被災経験や居住地，訪問者の被災地訪問経験等）の

差異による影響が生じると考えられる． また，両方の施

設を訪問していることにより，回答者は相対評価が可能

になることも利点である． 
対象ミュージアムは，来館者が比較的多く，地震によ

る災害を取り扱い，防災を学ぶことを主目的とした施設

を対象とした．東日本大震災の災害伝承ミュージアムか

らは「気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館（以下，気仙

沼伝承館（宮城））」と「東日本大震災津波伝承館 い

わて TSUNAMI メモリアル（以下，いわて TSUNAMI メ
モリアル（岩手））」の 2 施設を対象とした．この 2 施

設は，渡邉ら 12）で学習目的の来訪者が少ないものの，防

災行動変容への効果が特に高い施設群と推定されたため

である．他地域の先進事例として「阪神・淡路大震災記

念 人と防災未来センター（以下，人と防災未来センタ

ー（兵庫））」「おぢや震災ミュージアム そなえ館

（以下，そなえ館（新潟））」「東京臨海広域防災公園 

防災体験学習施設 そなエリア東京（以下，そなエリア

東京（東京））」の 3 施設を対象とした．人と防災未来

センター（兵庫）は，阪神・淡路大震災の経験と教訓を

後世に伝えるとともに，これからの防災・減災・縮災の

大切さを未来と世界に発信するための日本最大級の災害

ミュージアム 5）, 6）であるために対象とした．「おぢや震

災ミュージアム そなえ館」は，新潟県中越地震被災地

に整備された 4 つの災害伝承ミュージアムのなかで「そ

なえ」をコンセプトにした唯一の施設であるため，対象

施設とした．震災伝承施設の特徴をより多面的に明らか

にするために，防災学習施設を比較対象として分析を行

うこととし，防災学習施設の中で来館者の多い「防災体

験学習施設 そなエリア東京」を対象施設とした．以下

に，それぞれの災害伝承ミュージアムの概略を示す． 
a) 人と防災未来センター（兵庫） 

 人と防災未来センター（兵庫）は，1995 年に発災した

阪神・淡路大震災を契機に 2002 年に設立された 15）．阪

神・淡路大震災の経験を語り継ぎ，その教訓を未来に生

かすことを通じて，災害文化の形成，地域防災力の向上，

防災政策の開発支援を図り，安全・安心な市民協働・減

災社会の実現に貢献することをミッションとしており，

「減災社会の実現」と「いのちの大切さ」「共に生きる

ことの素晴らしさ」を世界へ，そして未来へと発信する

ことを掲げている．展示のミッションは「被災者・市

民・ボランティアなど多くの人々の協力と連携のもと，

阪神・淡路大震災の経験と教訓をわかりやすく展示し，

特に子供たちなどに効果的に情報発信することにより，

防災の重要性やいのちの尊さ，共に生きることの素晴ら

しさを伝える」である．展示は，震災の追体験フロア，

震災の記憶のフロア，防災・減災体験フロア，BOSAI サ

イエンスフィールド，こころのシアターから構成されて

いる．2021 年 6 月 30 日のリニューアル以前は， BOSAI
サイエンスフィールドではなく「水と減災について学ぶ

フロア」が設置されていた．  
b) そなえ館（新潟） 

 そなえ館（新潟）は，2004 年に発災した新潟県中越地
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を行い，2020 年 1 月時点で震災伝承施設（第 3 分類）に

登録済の 46 施設を，来訪者の訪問目的と防災行動変容効

果によって 4 つに類型化した．これにより，学習目的の

来訪者が少ないものの，防災行動変容への効果が高い施

設があることが示された． 
その学習効果の高い東日本大震災の施設が，先行事例

の災害伝承ミュージアムと比較してどの程度の学習効果

があるのか，学習効果にどのような差異があるのかは明

らかになっていない．これまでに，東日本大震災被災地

における災害伝承の特徴については次のことが明らかに

されている．佐藤 13）は，語り部（震災語り部）と呼ばれ

る被災体験者による語りが他地域と比較して盛んに行わ

れていることを示した．西尾 14）は，災害遺構のデータベ

ースを作成し，45件中 25件が東日本大震災関連の遺構で

あることを報告している．このことから，他の災害と比

べて災害遺構が多く保存されていることが示された．

Maly & Yamazaki5）, 6）は，東日本大震災の発生前後の災害

伝承ミュージアムの施設タイプや主な展示内容を比較し

て，東日本大震災の災害伝承ミュージアムは，津波が再

現的に発生する過程と歴史との関係の展示が多く，復興

や生活再建に関する発信が少なく，NPO 等の小規模な民

間施設が多いと報告している．このように他地域と比較

した東日本大震災の災害伝承ミュージアムの特徴は明ら

かになっているものの，ミュージアムの利用者が実際に

学んだ知識や学習効果が先行事例と比較してどの程度で

あるかは明らかになっていない．しかし，利用者視点で

先行事例との比較を行うことが可能になれば，近年設立

されたばかりの東日本大震災のミュージアムの特徴が明

らかになり，より効果的な災害伝承を実現するための取

り組みや改善策を提案することが可能になる． 
本研究は，先進事例の災害伝承ミュージアムと比較し

た際の東日本大震災の震災伝承施設の震災学習への効果

や有用性を明らかにすることを目的として，利用者視点

で災害伝承ミュージアムを類型化し，東日本大震災の震

災伝承施設の特徴を明らかにする．その後，それぞれの

施設の特徴とその施設の展示・プログラムの対応関係を

考察することで，東日本大震災の震災伝承施設を利活用

した，より効果的な災害伝承を行うための方策を提案す

る． 
 
 

２．方法 
 

(1)対象ミュージアムの選定 

東日本大震災被災地の災害伝承ミュージアムと先進事

例の災害伝承ミュージアムの両方に訪れたことのある人

を調査対象として，インターネット調査を実施した．両

方の地域のミュージアムの訪問者を対象としたのは，ミ

ュージアムごとの純粋な学習効果を測定するためである．

ミュージアムごとに異なる訪問者を対象にすると，ミュ

ージアムによる学習効果の差のほかに，回答者の個人特

性（被災経験や居住地，訪問者の被災地訪問経験等）の

差異による影響が生じると考えられる． また，両方の施

設を訪問していることにより，回答者は相対評価が可能

になることも利点である． 
対象ミュージアムは，来館者が比較的多く，地震によ

る災害を取り扱い，防災を学ぶことを主目的とした施設

を対象とした．東日本大震災の災害伝承ミュージアムか

らは「気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館（以下，気仙

沼伝承館（宮城））」と「東日本大震災津波伝承館 い

わて TSUNAMI メモリアル（以下，いわて TSUNAMI メ
モリアル（岩手））」の 2 施設を対象とした．この 2 施

設は，渡邉ら 12）で学習目的の来訪者が少ないものの，防

災行動変容への効果が特に高い施設群と推定されたため

である．他地域の先進事例として「阪神・淡路大震災記

念 人と防災未来センター（以下，人と防災未来センタ

ー（兵庫））」「おぢや震災ミュージアム そなえ館

（以下，そなえ館（新潟））」「東京臨海広域防災公園 

防災体験学習施設 そなエリア東京（以下，そなエリア

東京（東京））」の 3 施設を対象とした．人と防災未来

センター（兵庫）は，阪神・淡路大震災の経験と教訓を

後世に伝えるとともに，これからの防災・減災・縮災の

大切さを未来と世界に発信するための日本最大級の災害

ミュージアム 5）, 6）であるために対象とした．「おぢや震

災ミュージアム そなえ館」は，新潟県中越地震被災地

に整備された 4 つの災害伝承ミュージアムのなかで「そ

なえ」をコンセプトにした唯一の施設であるため，対象

施設とした．震災伝承施設の特徴をより多面的に明らか

にするために，防災学習施設を比較対象として分析を行

うこととし，防災学習施設の中で来館者の多い「防災体

験学習施設 そなエリア東京」を対象施設とした．以下

に，それぞれの災害伝承ミュージアムの概略を示す． 
a) 人と防災未来センター（兵庫） 

 人と防災未来センター（兵庫）は，1995 年に発災した

阪神・淡路大震災を契機に 2002 年に設立された 15）．阪

神・淡路大震災の経験を語り継ぎ，その教訓を未来に生

かすことを通じて，災害文化の形成，地域防災力の向上，

防災政策の開発支援を図り，安全・安心な市民協働・減

災社会の実現に貢献することをミッションとしており，

「減災社会の実現」と「いのちの大切さ」「共に生きる

ことの素晴らしさ」を世界へ，そして未来へと発信する

ことを掲げている．展示のミッションは「被災者・市

民・ボランティアなど多くの人々の協力と連携のもと，

阪神・淡路大震災の経験と教訓をわかりやすく展示し，

特に子供たちなどに効果的に情報発信することにより，

防災の重要性やいのちの尊さ，共に生きることの素晴ら

しさを伝える」である．展示は，震災の追体験フロア，

震災の記憶のフロア，防災・減災体験フロア，BOSAI サ

イエンスフィールド，こころのシアターから構成されて

いる．2021 年 6 月 30 日のリニューアル以前は， BOSAI
サイエンスフィールドではなく「水と減災について学ぶ

フロア」が設置されていた．  
b) そなえ館（新潟） 

 そなえ館（新潟）は，2004 年に発災した新潟県中越地
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震を契機に，2011 年 10 月に設立された 16）．中越メモリ

アル回廊の 4 施設の一つとして，防災教育の役割を担っ

ている 17）．震災の経験から得た教訓をわかりやすく伝え，

日ごろからの備えに生かすことを目的に，災害から 3 日

後，3 ヶ月後，3 年後とフェーズを区切り，そのフェーズ

ごとに必要な備えがわかる展示の工夫をしている 17）．展

示は，発災ゾーン，避難ゾーン，復旧・復興ゾーン，お

ぢやのそなえゾーン，復興の軌跡ゾーン，防災学習体験

ゾーンから構成されている． 
c) 気仙沼伝承館（宮城） 

 気仙沼伝承館（宮城）は，2011 年に発災した東日本大

震災を契機に，2019年に設立された 18）．将来にわたり震

災の記憶と教訓を伝え，警鐘を鳴らし続ける「目に見え

る証」として活用し，気仙沼市が目指す「津波死ゼロの

まちづくり」に寄与することを目的としている．展示理

念は「将来にわたり東日本大震災の記憶と教訓を伝え警

鐘を鳴らし続けるとともに，訪れる人に防災・減災の大

切さを訴える．一方で，度々津波に襲われ多くの被害を

被ってきた歴史事実がありつつ，海からの大いなる恵み

を得てきた気仙沼の海との関わりを表現し，自然と共に

生きること，そして命の大切さを考えるきっかけを育む

ものとする．」である．展示は，震災伝承館の映像・展

示ゾーン（震災時及び直後の映像，地震・津波の脅威と

爪痕Ⅰ），震災遺構（気仙沼向洋高校旧校舎）の旧南校

舎・屋外・旧北校舎，震災伝承館の映像・展示ゾーン

（救助と行方不明者の捜索，避難所の様子等）で構成さ

れている 19）． 
d) いわて TSUNAMI メモリアル（岩手） 

 いわて TSUNAMI メモリアル（岩手）は，東日本大震

災を契機に，2019年に設立された 20）．ミッションは，先

人の英知に学び，東日本大震災津波の事実と教訓を世界

中の人々と共有し，自然災害に強い社会を一緒に実現す

ること，東日本大震災津波を乗り越えて進む姿を，支援

への感謝とともに発信することである．展示テーマは

「命を守り，海と大地と共に生きる～二度と東日本大震

災津波の悲しみをくり返さないために～」である．展示

は，ガイダンスシアター，ゾーン 1「歴史をひもとく」，

ゾーン 2「事実を知る」，ゾーン 3「教訓を学ぶ」，ゾー

ン 4「復興を共に進める」で構成されている． 
e) そなエリア東京（東京） 

 そなエリア東京（東京）は，2010 年に国営東京臨海広

域防災公園内に開設された防災体験学習施設である 21）．

自助・共助を学ぶことで発災時の被災者の低減を目的と

している 21）．展示は，防災体験ゾーンと防災学習ゾーン

で構成されている 22）．前者では，地震災害後の支援が少

ない時間を生き抜く知恵を学ぶ防災体験学習ツアー「東

京直下 72hTOUR」と津波避難体験コーナーが設置されて

おり，後者では，首都直下地震特設コーナー，事例に学

ぶ自助の知恵・地域情報コーナー，災害と暮らしの学習

／自助体験／PC コーナー，オペレーションルーム見学窓，

映像ホール／レクチャールームが設置されている． 
 

(2) 調査概要 

2022 年 2 月 15 日から 2 月 18 日の間にインターネット

調査を実施した．調査対象者は，株式会社サーベイリサ

ーチセンターのモニターのうち，調査対象の東日本大震

災の震災伝承施設 2 施設と他地域の施設 1 施設以上を訪

れたことのある 20 歳以上の成人を対象とした．これは，

2022 年 1 月に実施した予備調査の結果，5 施設全ての訪

問者がわずかであると推定されたためである．具体的に

は，次の 3パターンでサンプリングを行った（各のべ 200
サンプル）：パターン A「人と防災未来センター（兵庫）

（2011 年 3 月 12 日～2021 年 6 月 29 日に訪問経験のある

人のみ）」，パターン B「そなえ館（新潟）」，パター

ン C「そなエリア東京（東京）（2011 年 3 月 12 日以降に

訪問経験のある人のみ）」. 4 施設以上訪問したことのあ

る回答者（例．A，B両方に該当する場合など）は，それ

ぞれ 1 サンプルとしてカウントした．なお，訪問時期に

よる展示内容の大きな違いを取り除くため，「人と防災

未来センター（兵庫）」と「そなエリア東京（東京）」

については，東日本大震災の発災時期と施設のリニュー

アルの時期を考慮して，訪問時期を限定している．質問

票の概要を表 1 に示す．各概念とその操作化については，

次節で後述する． 
得られた回答のうち，5 施設すべての訪問者の有効回

答票（N=137）を対象として分析を行うことにした．サ

ンプリングの結果，各パターンにつき，のべ 200 サンプ

ル（複数回答あり）が集まり，実サンプルサイズは 253
サンプルであった．パターン A の回答者は 229 名，パタ

ーン B は 201 名，パターン C は 200 名であった．そのう

ち，166名の回答者がパターンAかつBかつCに該当し，

調査対象の 5施設すべてを訪問していた．166サンプルの

うち，29 サンプルを無効回答として，残った 137 サンプ

ルを分析対象とした．その 29 サンプルは，各施設へのそ

れぞれの調査票の 7 件法の設問（計 33 問）の回答選択肢

がすべて同一であり，回答の信頼性がないと判断したた

めである．また，質問紙上の施設ごとの回答順序による

偏りを取り除くために，質問順をランダムに割り付けた． 
表 2 に，有効回答者（N=137）の性別，年代，被災経

験，現在の居住地方，出身地の地方を示した．男性の割

合が 78.8%と高く，30~40 代の割合が 58.4%と高い．回答

者の 48.2%は被災経験がなく，51.8%は被災経験があった．

被災経験のある回答者（n=71）のうち，東日本大震災の

被災経験があるのは 57.7%，阪神・淡路大震災の被災経

験があるのが 29.6%であった．関東地方の居住者が 48.2%
と最も多く，東北地方の居住者は 4.4%であった．東日本

大震災の被災経験者の割合（29.9%）をふまえると，関

東地方で東日本大震災の地震の揺れや，帰宅困難，計画

停電などを経験した回答者が多いと推測される．分析対

象の回答者は調査対象の 5 施設を訪問しているため，サ

ンプルに偏りがあることに留意して考察を行っていく． 
回答者の各施設への訪問回数と初訪問時期をそれぞれ

図 1，2 に示した．図 1 より，いずれの施設においても約

7~8割の回答者が各施設を 1回訪問している．図 2より，

 

表 1 質問紙の全体像  

 
 

構成 問 No. 概念 対象施設

スクリーニ
ング項目

SC 1~5 調査対象施設への訪問経験 -

本調査項目

1 - 訪問回数

人と防災未来センター（兵庫）

2 - 訪問時期

3 1~8 災害・防災への理解度12）

4
1~17 防災リテラシー24）

18~33 災害を生きる力23, 28）

5 1~4 施設訪問後のの行動意欲

6~11 - 問1~5（人と防災未来センター）と同上 そなえ館（新潟）

12~17 - 問1~5（人と防災未来センター）と同上 気仙沼伝承館（宮城）

18~23 - 問1~5（人と防災未来センター）と同上 いわてTSUNAMIメモリアル（岩手）

24~29 - 問1~5（人と防災未来センター）と同上 そなエリア東京（東京）

フェイス
項目

30 - 性別 -

31 - 年齢 -

32 - 居住都道府県 -

33 - 出身都道府県 -

34 - 被災経験 -

85
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いずれの施設についても 2018 年以降に初めて訪問した回

答者が多い．施設間で訪問回数や初訪問時期に大きな差

がないと考えられる． 
 

(3) 分析手法 

利用者に伝わっている内容や学習効果を明らかにする

ために，本研究では，施設訪問後の学習内容の主観的理

解度，防災への態度・能力の変化，行動意欲について測

定を行った．防災への態度・能力の向上にそれぞれのミ

ュージアムがどの程度寄与しているのかを明らかにする

ために，災害を生きる力 23）と防災リテラシー24）の測定

を行った（後述）． 
 防災・災害の知識がどの程度伝わっているかを明らか

にするために学習内容の主観的理解度を測定した．災害

対応サイクルの概念 25）と災害伝承ミュージアムで伝えら

れている内容に即して渡邉ら 12）を参考に，次の 7 項目

（表 3）について，5 件法のリッカート尺度（「1．全く

理解できなかった」，「2．あまり理解できなかった」，

「3．どちらともいえない」，「4．やや理解できた」，

「5．とても理解できた」）で回答を求めた． 
防災への態度・能力の向上にそれぞれのミュージアム

がどの程度寄与しているのかを明らかにするための一つ

目の指標として，災害を生きる力 23）を用いた．災害を生

きる力 23）とは，災害を生き抜く際に有利に働く 8 つの個

人特性のことである 23）．本研究では「状態質問紙 26）」

を利用し，災害を生きる力の重要性の意識の変化を測定

した．状態質問紙とは，短期間で変化する側面を計測で

きるように杉浦ら 26）によって開発され，実際に評価尺度

としての使用例もある 27)．また，Ishibashi et al.28）は，34
項目であった測定項目を 16 項目の設問で測定する簡易尺

度を開発した．本研究は，その簡易尺度の設問を用いて

災害を生きる力を測定した．これは，調査対象の 5 施設

に対して同様の設問を繰り返すため，設問数が多くなる

のを抑制するためである．各測定項目に対して「（施設

名）の訪問を機に、以下のことがらについてどれくらい

重要だと思うようになりましたか」という設問に対して，

7 件法（「1．全く重要ではないと思うようになった」，

「2．かなり重要ではないと思うようになった」，「3．

やや重要ではないと思うようになった」，「4．変わらな

い」，「5．やや重要であると思うようになった」，「6．

かなり重要であると思うようになった」，「7．非常に重

要であると思うようになった」）で回答を求めた． 
次に，防災への態度・能力の向上を測定する二つ目の

指標として，防災リテラシー24）を用いた．防災リテラシ

ーとは，災害を理解する能力，必要なそなえを行う能力，

とっさの行動を行う能力という 3 つの構成概念から成る

概念である 24）．本研究では，松川ら 24）によって開発さ

れた防災リテラシー尺度のすべての設問項目を用いて．

災害を生きる力と同様に，各設問に対して重要性の意識

がどの程度変化したのかを 7 件法で操作化した． 
最後に，行動意欲として次の 4 つの項目について 5 件

法（「1．全くあてはまらない」，「2．あまりあてはま

らない」「3．どちらともいえない」「4．ややあてはま

る」「5．とてもあてはまる」）で回答を求めた．その項

目とは，この施設をまた訪問したいと思うようになった，

他の伝承施設を訪問したいと思うようになった，もっと

震災学習や防災学習をしたいと思うようになった，見学

で学んだ内容を「伝えていきたい」と思うようになった，

の 4 項目である． 
これらの 22 変数の評価指標の情報を縮約して，各災害

伝承ミュージアムと利用者の理解度・学習効果などの対

応を包括的に明らかにし，類型化するために，主成分分

析を実施した．まず，災害伝承ミュージアムをケースと

するデータベース（以下，施設データベース）を新たに

作成した．回答者の各評価指標の平均値を各施設の代表

値として施設データベースの値とした．次に，各変数を

標準化して主成分分析を行い，得られた主成分負荷量と

主成分得点のバイプロットを作成し，各主成分の意味を

解釈した．その後，各施設の主成分得点を基に施設の類

型化を行い，各施設の特徴について考察をした． 
東北の 2 施設についてより詳細な考察を行うために，

渡邉ら 12）のデータを一部利用した．渡邉ら 12）と同様に，

本研究の調査対象の 2 施設の来訪者（n=189）が訪問前に

被災地に期待していたこと，実際に被災地で体験したこ

表 2 回答者属性（N=137） 
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いずれの施設についても 2018 年以降に初めて訪問した回

答者が多い．施設間で訪問回数や初訪問時期に大きな差

がないと考えられる． 
 

(3) 分析手法 

利用者に伝わっている内容や学習効果を明らかにする

ために，本研究では，施設訪問後の学習内容の主観的理

解度，防災への態度・能力の変化，行動意欲について測

定を行った．防災への態度・能力の向上にそれぞれのミ

ュージアムがどの程度寄与しているのかを明らかにする

ために，災害を生きる力 23）と防災リテラシー24）の測定

を行った（後述）． 
 防災・災害の知識がどの程度伝わっているかを明らか

にするために学習内容の主観的理解度を測定した．災害

対応サイクルの概念 25）と災害伝承ミュージアムで伝えら

れている内容に即して渡邉ら 12）を参考に，次の 7 項目

（表 3）について，5 件法のリッカート尺度（「1．全く

理解できなかった」，「2．あまり理解できなかった」，

「3．どちらともいえない」，「4．やや理解できた」，

「5．とても理解できた」）で回答を求めた． 
防災への態度・能力の向上にそれぞれのミュージアム

がどの程度寄与しているのかを明らかにするための一つ

目の指標として，災害を生きる力 23）を用いた．災害を生

きる力 23）とは，災害を生き抜く際に有利に働く 8 つの個

人特性のことである 23）．本研究では「状態質問紙 26）」

を利用し，災害を生きる力の重要性の意識の変化を測定

した．状態質問紙とは，短期間で変化する側面を計測で

きるように杉浦ら 26）によって開発され，実際に評価尺度

としての使用例もある 27)．また，Ishibashi et al.28）は，34
項目であった測定項目を 16 項目の設問で測定する簡易尺

度を開発した．本研究は，その簡易尺度の設問を用いて

災害を生きる力を測定した．これは，調査対象の 5 施設

に対して同様の設問を繰り返すため，設問数が多くなる

のを抑制するためである．各測定項目に対して「（施設

名）の訪問を機に、以下のことがらについてどれくらい

重要だと思うようになりましたか」という設問に対して，

7 件法（「1．全く重要ではないと思うようになった」，

「2．かなり重要ではないと思うようになった」，「3．

やや重要ではないと思うようになった」，「4．変わらな

い」，「5．やや重要であると思うようになった」，「6．

かなり重要であると思うようになった」，「7．非常に重

要であると思うようになった」）で回答を求めた． 
次に，防災への態度・能力の向上を測定する二つ目の

指標として，防災リテラシー24）を用いた．防災リテラシ

ーとは，災害を理解する能力，必要なそなえを行う能力，

とっさの行動を行う能力という 3 つの構成概念から成る

概念である 24）．本研究では，松川ら 24）によって開発さ

れた防災リテラシー尺度のすべての設問項目を用いて．

災害を生きる力と同様に，各設問に対して重要性の意識

がどの程度変化したのかを 7 件法で操作化した． 
最後に，行動意欲として次の 4 つの項目について 5 件

法（「1．全くあてはまらない」，「2．あまりあてはま

らない」「3．どちらともいえない」「4．ややあてはま

る」「5．とてもあてはまる」）で回答を求めた．その項

目とは，この施設をまた訪問したいと思うようになった，

他の伝承施設を訪問したいと思うようになった，もっと

震災学習や防災学習をしたいと思うようになった，見学

で学んだ内容を「伝えていきたい」と思うようになった，

の 4 項目である． 
これらの 22 変数の評価指標の情報を縮約して，各災害

伝承ミュージアムと利用者の理解度・学習効果などの対

応を包括的に明らかにし，類型化するために，主成分分

析を実施した．まず，災害伝承ミュージアムをケースと

するデータベース（以下，施設データベース）を新たに

作成した．回答者の各評価指標の平均値を各施設の代表

値として施設データベースの値とした．次に，各変数を

標準化して主成分分析を行い，得られた主成分負荷量と

主成分得点のバイプロットを作成し，各主成分の意味を

解釈した．その後，各施設の主成分得点を基に施設の類

型化を行い，各施設の特徴について考察をした． 
東北の 2 施設についてより詳細な考察を行うために，

渡邉ら 12）のデータを一部利用した．渡邉ら 12）と同様に，

本研究の調査対象の 2 施設の来訪者（n=189）が訪問前に

被災地に期待していたこと，実際に被災地で体験したこ

表 2 回答者属性（N=137） 

 
 

 
図 1 各施設への訪問回数（N=137）  

 

 
図 2 各施設への初訪問時期（N=137） 

 

概念 項目 度数（人）割合（%） 概念 項目 度数（人）割合（%）

性別

男性 108 78.8%

居住地方
（現在）

北海道 1 0.7%

女性 29 21.2% 東北 6 4.4%

その他 0 0.0% 関東 66 48.2%

年代

20代 24 17.5% 中部 15 10.9%

30代 40 29.2% 近畿 25 18.2%

40代 40 29.2% 中国 10 7.3%

50代 14 10.2% 四国 3 2.2%

60代 16 11.7% 九州 11 8.0%

70代以上 3 2.2%

居住地方
（出身）

北海道 3 2.2%

被災経験
（複数回答）

東日本大震災 41 29.9% 東北 16 11.7%

中越地震 9 6.6% 関東 50 36.5%

阪神・淡路大震災 21 15.3% 中部 16 11.7%

その他 10 7.3% 近畿 26 19.0%

被災なし 66 48.2% 中国 8 5.8%

四国 3 2.2%

九州 15 10.9%

80.3%

78.1%

74.5%

75.2%

75.9%

16.8%

14.6%

16.1%

18.2%

16.1%

2.9%

7.3%

9.5%

6.6%

8.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

人と防災未来センター（兵庫）

そなえ館（新潟）

気仙沼伝承館（宮城）

いわてTSUNAMIメモリアル（岩手）

そなエリア東京（東京）

1回 2回 3回

0

10

20

30

40

50

60

70

度
数

（
人

）

初訪問時期（年）

気仙沼伝承館（宮城）
いわてTSUNAMIメモリアル（岩手）
人と防災未来センター（兵庫）
そなえ館（新潟）
そなエリア東京（東京）

 

 

5 
 

と，その期待がかなえられた割合を算出した． 
 以上の分析には，IBM SPSS ver28.0 を利用した． 
 
 
３. 結果・考察 
 
(1) 主成分の解釈 

各施設の学習効果の測定指標の平均値と標準偏差を表

3 に示す．生きる力と防災リテラシーの各概念の得点に

ついては，それぞれの概念の下位尺度の数で除した値を

示している．そのため，それぞれの得点は，-3 から+3 の

間に分布するようになっている． 
これらの 22 変数の指標を縮約するために，各変数を標

準化し，主成分分析を実施した（表 4）．まず，各変数

の元データの偏差を標準偏差で割ることで，平均値が 0，
標準偏差が 1 となるように標準化した．主成分分析の結

果，第 1主成分の寄与率は 39.0%，第 2主成分の寄与率は

29.9%，第 3 主成分の寄与率は 16.4%であり，第 3 主成分

までの累積寄与率は 85.3%であった．このことは，22 次

元で表されていた変数が，3 次元の主成分に縮約された

ことを示している． 
各主成分の意味を解釈するために，各変数の主成分負

荷量と，各施設の主成分得点を 2 次元平面に布置したバ

イプロットを図 3，4，5 に示す．図 3 は横軸が第 1 主成

分，縦軸が第 2 主成分を意味している．図 4 は，横軸が

第 1 主成分，縦軸が第 3 主成分であり，図 5 は横軸が第 2
主成分，縦軸が第 3 主成分である．主成分負荷量が大き

いものほど，その主成分と強い関連があることを示して

いる．次に，表 4 の主成分行列の主成分負荷量と，それ

を図示した図 3, 4, 5 をふまえて，各主成分の意味を解釈

していく．最終的には各災害伝承ミュージアムの特徴を

明らかにすることを念頭に，各施設の主成分得点の位置 
をかんがみて解釈を行った．なお，本研究では各施設の

主成分得点の絶対値が 0.4 未満のときには，該当施設は

「その主成分の特徴はない」として解釈を行った． 
第 1 主成分については「防災学習の総合効果」と命名

した．第 1 主成分（図 3，4 横軸）に着目すると，防災リ 
テラシー3 因子のうち，2 因子の負荷量が正の大きな値を

示している（表 4）．とっさの行動を行う能力の負荷量

は 0.98 であり，必要なそなえを行う能力の負荷量は 0.77
である．災害を生きる力についても，8 つの力のうち，6
つが正の負荷量を示している．負荷量が大きい順に，  

 

表 4 主成分行列（第 1 主成分～第 3 主成分） 

 
 

表 3 各施設の評価指標の平均値と標準偏差（N=137） 

 
 

No. 測定指標 第1主成分 第2主成分 第3主成分

1防災リテラシー：いざという時の行動を行う能力 0.98 0.15 -0.08

2F3：人を思いやる力 0.85 0.32 0.40

3他の伝承施設を訪問したいと思うようになった -0.81 -0.42 0.24

4被害軽減 -0.78 0.13 0.58

5防災リテラシー：必要なそなえを行う能力 0.77 -0.31 0.08

6F8：生活を充実させる力 0.75 -0.43 0.42

7被害抑止 0.75 -0.57 0.32

8復旧復興 -0.73 0.32 0.60

9F5：きちんと生活する力 0.70 -0.61 0.34

10F1：人をまとめる力 -0.69 0.06 0.48

11F4：信念を貫く力 0.65 0.62 0.37

12もっと震災学習や防災学習をしたいと思うようになった 0.56 0.36 -0.51

13応急対応 -0.49 -0.87 0.07

14この施設をまた訪問したいと思うようになった -0.36 -0.86 0.16

15発災時の様子・被害 0.21 -0.85 -0.03

16見学で学んだ内容を「伝えていきたい」と思うようになった 0.49 0.83 0.23

17F2：問題に対応する力 -0.47 0.80 -0.15

18ハザード -0.40 0.79 0.45

19F7：人生を意味づける力 0.26 0.24 -0.74

20F6：気持ちを整える力 0.55 0.52 0.64

21防災リテラシー：災害を理解する能力 -0.02 0.03 0.29

22緊急対応 -0.52 0.36 -0.55

寄与率（%） 39.0% 29.9% 16.4%

累積寄与率（%） 39.0% 68.9% 85.3%

主成分負荷量の絶対値が0.6以上のものを太字で示している．

概念 測定指標

人と防災未来セン
ター（兵庫）

そなえ館（新潟）
気仙沼伝承館
（宮城）

いわてTSUNAMI
メモリアル（岩手）

そなエリア東京
（東京）

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

学習内容

地震や津波、原発事故など災害を引き起こす現象の要因やメカニズム（ハザード） 3.71 1.08 3.88 1.00 3.85 0.97 3.91 0.99 3.80 1.02

発災時の様子や震災による人的被害や物的被害（被害） 3.93 1.00 3.87 1.11 3.82 1.02 3.85 1.02 3.85 1.05

避難行動などの発災時に命を守るための対応（緊急対応） 3.88 1.05 3.90 1.06 3.86 0.92 3.93 0.93 3.95 0.95

避難生活や仮設住宅などの最低限の生活を確保する対応（応急対応） 3.94 1.01 3.96 1.00 3.88 0.93 3.85 1.14 3.93 1.06

社会基盤の復旧や生活再建、まちづくりなどの復旧・復興（復旧復興） 3.91 0.97 4.07 0.99 3.99 0.94 3.99 1.00 3.97 0.91

集団移転や防潮堤、家屋の耐震などの被害を出さないための備え（被害抑止） 4.00 0.89 3.94 1.03 3.96 0.99 3.93 0.94 3.91 1.01

震災後の防災計画など被害が出ても影響を最小限にするための備え（被害軽減） 3.89 1.02 4.05 0.93 3.96 1.00 3.94 0.98 3.95 1.02

災害を
生きる力

F1：人をまとめる力 1.05 1.50 1.16 1.35 1.03 1.51 1.11 1.45 1.07 1.46

F2：問題に対応する力 1.18 1.43 1.27 1.36 1.24 1.26 1.34 1.28 1.30 1.33

F3：人を思いやる力 1.23 1.26 1.17 1.33 1.25 1.22 1.26 1.38 1.13 1.38

F4：信念を貫く力 0.66 1.67 0.59 1.54 0.76 1.61 0.87 1.54 0.51 1.65

F5：きちんと生活する力 1.35 1.29 1.25 1.38 1.28 1.35 1.23 1.38 1.20 1.50

F6：気持ちを整える力 1.21 1.41 1.21 1.35 1.25 1.28 1.24 1.41 1.17 1.39

F7：人生を意味づける力 1.23 1.40 1.13 1.37 1.16 1.36 1.27 1.36 1.26 1.36

F8：生活を充実させる力 1.35 1.25 1.26 1.35 1.27 1.28 1.28 1.44 1.19 1.36

防災
リテラシー

防災リテラシー：災害を理解する能力 1.33 1.18 1.34 1.29 1.30 1.24 1.35 1.29 1.32 1.23

防災リテラシー：いざという時の行動を行う能力 1.48 1.25 1.32 1.32 1.48 1.22 1.45 1.28 1.37 1.34

防災リテラシー：必要なそなえを行う能力 1.46 1.23 1.38 1.27 1.39 1.30 1.43 1.34 1.38 1.35

行動意欲

この施設をまた訪問したいと思うようになった 3.78 0.95 3.79 0.96 3.69 1.05 3.71 1.01 3.74 0.99

他の伝承施設を訪問したいと思うようになった 3.72 1.06 3.81 1.04 3.73 1.12 3.68 1.03 3.76 1.06

もっと震災学習や防災学習をしたいと思うようになった 3.86 1.05 3.81 1.03 3.91 0.96 3.86 0.93 3.88 1.01

見学で学んだ内容を「伝えていきたい」と思うようになった 3.80 1.06 3.79 1.05 3.88 1.05 3.92 0.95 3.78 1.03
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図 3 各施設の主成分得点と各学習効果指標の主成分負荷量のバイプロット（第 1 主成分と第 2 主成分） 

 

  
図 4 各施設の主成分得点と各学習効果指標の主成分負  
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F3：人を思いやる力（負荷量：085），F8：生活を充実さ

せる力（0.75），F5：きちんと生活する力（0.70）, F4：
信念を貫く力（0.65），F6：気持ちを整える力（0.55），

F7：人生を意味づける力（0.26）である．負の負荷量に

着目すると，学習内容 7 変数のうち，5 変数が負の負荷量

を示している．負荷量の絶対値が大きい順に，被害軽減

（-0.78），復旧復興（-0.73），緊急対応（-0.52），応急

対応（-0.49），ハザード（-0.40）である．以上より，第

1 主成分 は「防災リテラシーや災害を生きる力のそれぞ

れの考え方の重要性を認識すること」と正の関連があり

「防災・災害の知識の主観的理解度」と負の関連がある

ことを示している．各施設の第 1 主成分得点が正である

ことは防災の能力向上への効果と関連し，負であること

は災害の知識の理解度向上への効果と関連すると捉えら

れる．したがって，第 1 主成分を「防災学習の総合効果」

と命名した． 
第 2 主成分については「訪問後の行動意欲」と命名し

た．第 2 主成分（図 3 縦軸，図 5 横軸）に着目すると， 
正方向に最も大きな負荷量を示しているのは，見学で学

んだ内容を伝えたいと思うようになった（0.83）であり，

次いで F2：問題に対応する力（0.80），ハザード（0.79）
であった．このことは，同一の主成分に対して同様の負

荷量であるため，この 3 変数が関連している可能性を示

している．これは，ハザードを理解したことと，問題に

対応する力の重要性を認識したことによって，突発的な

地震や歴史的に繰り返される津波などの自然現象の問題

を解決するために，見学した内容を他の人に伝えたいと

思うようになったと考えられる．第 2 主成分が正である

と，自分以外の外部の防災力を高める方向に働きかける  
行動意欲が向上したと考えられる．また，第 2 主成分の

負の方向に大きな負荷量を示しているのは，応急対応（-
0.87），この施設をまた訪れたいと思うようになった（- 
0.86），発災時の様子・被害（-0.85）であった．主成分

得点をみると，人と防災未来センター（兵庫），そなえ

館（新潟）が負の方向に位置している．これらの要素を

ふまえると，負の方向に大きいと，危機感を持って自分

自身の防災力を向上させる方向へ行動意欲が高まったと

考えられる．今回の回答者の多くが 2018 年以降に訪問し

ていること，関東地方に居住していることをふまえると，

これまで詳しく知らなかった阪神・淡路大震災や新潟県

中越地震の発災時の様子や被害や，避難生活や仮設住宅

などを知ったことで，危機感を覚え，また訪れたいと思

うようになった可能性がある．しかし，他の交絡因子の

影響も考えられる．例えば，その施設での何らかの体験

をしたことが，この 3 変数にそれぞれ影響を及ぼしてい

るだけで，この 3 変数間には関連がない可能性もあるた

め，その検証を今後の課題としたい．以上より，第 2 主

成分は「外部の防災力を高める方向への行動意欲」と正

の関連があり，「自分の防災力を高める方向への行動意

欲」と負の関連があることを示している．したがって，

第 2 主成分を「訪問後の行動意欲」と命名した． 
第 3 主成分については「伝わっている学習内容」と命

名した．第 3 主成分（図 4，5 縦軸）に着目すると，正方

向に大きな負荷量を示しているのは，F6：気持ちを整え

る力（0.67），復旧復興（0.60），被害軽減（0.58）であ

った．主成分得点に着目すると，図 4 においてそなえ館

（新潟）が特に高い値であり，復旧復興・被害軽減と同

じ第 2 象限に布置されている．F6：気持ちを整える力に

ついては，佐藤ら 29）が大学の授業で実施した調査による

と，「被災者の現状を知り，自分にできること・必要と

されていることは何かを考えるようになったこと」によ

ってこの力が向上した学生が多い．これは復旧復興の理

解と関連すると考えられる．また，負の方向に着目する

と，F7：人生を意味づける力（-0.74），緊急対応（-0.55）
が負荷量の絶対値が大きい．F7：人生を意味づける力は，

津波避難における他者への援助と関連している 30）ため，

緊急対応と関連する．以上より，第 3 主成分は，発災か

ら時間が経過した「復旧復興・被害軽減の理解度」と正

の関連があり，発災直後の「緊急対応の理解度」と負の

関連があることを示している．したがって，第 3 主成分

を「伝わっている学習内容」と命名した． 
 
(2) 主成分得点による災害伝承ミュージアムの類型化 

主成分得点に基づき，各災害伝承ミュージアムは 4 つ

の類型に大別することができる．図 6に，第 1主成分から

第 3主成分までの主成分得点を示し，表 5に各主成分得点

の正負を基にして施設の特徴をまとめた．人と防災未来

センター（兵庫）は，第 1主成分得点が 1.07，第 2主成分

得点は（-1.36），第 3 主成分得点は-0.14 であった．つま

り，人と防災未来センター（兵庫）は，他の施設と比較

して防災の能力の向上効果が高く，来訪者の防災力向上

意欲への効果が高い施設である．第 3 主成分得点の絶対

値は小さいため，伝わっている学習内容については，復

旧復興・被害軽減と緊急対応をバランスよく伝わってい

る可能性や，どちらもあまり伝わっていない可能性の 2
つの可能性がある．以上より，人と防災未来センター

（兵庫）を「能力・自分型」に分類した（表5）．同様に

すると，そなえ館（新潟）を「知識・自分・復興型」，

気仙沼伝承館（宮城），いわて TSUAMI メモリアル（岩

手）は「能力・外部型」，そなエリア東京（東京）は

「知識・緊急対応型」として分類を行うことができる．

これは，それぞれの施設の利用者視点の相対的な関係を

示しており，各地域によってそれぞれ利用者に伝わって

 

 
図 6 各災害伝承ミュージアムの主成分得点  

 

表 5 主成分得点による施設の類型化 

 
 

1.07

-1.36

-0.14

-1.22

-0.47

1.22

0.64 0.59

0.320.40

1.25

0.15

-0.89

0.00

-1.54-1.6

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

第1主成分 第2主成分 第3主成分

人と防災未来センター（兵庫） そなえ館（新潟）

気仙沼伝承館（宮城） いわてTSUAMIメモリアル（岩手）

そなエリア東京（東京）

災害伝承ミュージアム
第1主成分：
防災学習の
総合効果

第2主成分：
訪問後の
行動意欲

第3主成分：
伝わっている
学習内容

利用者に伝わって
いる内容に基づく

類型

人と防災未来センター（兵庫） 能力 自分の防災力向上 - 能力・自分型

そなえ館（新潟） 知識 自分の防災力向上
復旧復興・
被害軽減

知識・自分・
復興型

気仙沼伝承館（宮城） 能力 外部の防災力向上 - 能力・外部型

いわてTSUNAMIメモリアル
（岩手）

能力 外部の防災力向上 - 能力・外部型

そなエリア東京（東京） 知識 - 緊急対応 知識・緊急対応型

※主成分得点の絶対値が0.4未満の場合は，「-」と表記している．

89



 

 

8 
 

いる内容に特色があることを示している．この結果を基

に明らかになった各施設の強み・弱みと，各施設の目的

と照らし合わせることで，それぞれの施設の展示・プロ

グラムをより良くするための方策を考えることできるよ

うになることが期待される． 
ここからは，本研究の目的である先進事例の災害伝承

ミュージアムと比較した際の東日本大震災の震災伝承施

設の防災学習に対する学習効果や有用性を評価するとと

もに，それぞれの主成分が特徴的な施設の要因を考察し

て，より効果的な伝承を行うための知見を考察する． 
第 1主成分に着目すると，東北の 2施設は，人と防災未

来センター（兵庫）と同様に，知識よりも防災の能力の

向上への効果があることがわかる．図 6より，第 1主成分

の主成分得点は，人と防災未来センター（兵庫）が 1.07，
気仙沼伝承館（宮城）が 0.64，いわて TSUNAMI メモリ

アルが 0.40 と正の値であり，そなえ館（新潟）は-1.22，
そなエリア東京（東京）は-0.89 と負の値である．このこ

とは，気仙沼伝承館（宮城），いわて TSUNAMI メモリ

アル（岩手）が，災害を生きる力や防災リテラシーの向

上に貢献していることを示している．  
知識の理解度向上への効果のほうが高い 2施設（第 1主

成分得点が負）の特徴は，展示における災害のフェーズ

の明確さだと考えられる．そなえ館は，災害から 3 日後，

3 ヶ月後，3 年後とフェーズを区切り，そのフェーズごと

に必要な備えがわかる展示の工夫をしている 17）．そなエ

リア東京では，発災から 3 日間の生存力をつけるために，

発災，避難場所までの移動，避難場所，避難所の流れを

明確にした東京直下 72h 体験ツアーを実施している．他

方，残りの 3 施設は，展示のゾーニングは行われている

ものの，災害のフェーズが明確に区別されていないケー

スや，展示が多く災害のフェーズがわかりづらいケース

がある．以上より，災害・防災の認知的な学習のために

は，災害のフェーズを明確にすることが効果的である可

能性が示された． 
第 1 主成分の値が正であった施設の特徴は，遺構や遺

物の展示が多いことだと考えられる．気仙沼伝承館（宮

城）は，内部見学可能な震災遺構であり，いわて

TSUNAMI メモリアル（岩手）は被災した消防車などの

被災物を展示している．人と防災未来センターは，市民

から提供された被災物や避難所の日誌を含む約 800 点の

資料を壁面に展示している 31）．一方，そなえ館（新

潟）・そなエリア東京（東京）は，避難所や仮設住宅の

再現はあるものの，被災物の展示は多くない．阪本 32）は，

人と防災未来センターにおいて，そのような展示物を通

して来館者の記憶が「想起」「追想」されることを報告

している． 防災リテラシーや生きる力の測定項目は対象

災害のことや一般的なことではなく，回答者自身の考え

や備えについての設問であったことをふまえると，遺構

や遺物，被災物が，利用者に情緒的な刺激を与えたこと

で防災に関わる能力の重要性を認識したと考えられる．

したがって，防災の能力向上のためには，遺構・遺物・

被災物の展示が効果的である可能性がある． 
第 2主成分に着目すると，東北の 2施設は他の 3施設と

比較して，利用者の外部の防災力向上意欲への効果が特

徴的であることがわかる．図 6より，第 2主成分の主成分

得点は，いわて TSUNAMI メモリアルが 1.25，気仙沼伝

承館（宮城）が 0.59 で正の値であり，人と防災未来セン

ター（兵庫）が-1.36，そなえ館（新潟）は-0.47 と負の値

であった．このことは，いわて TSUNAMI メモリアル

（岩手），気仙沼伝承館（宮城）が，利用者に「伝えて

いきたい」と感じさせる伝承ができていることを示して

いる．第 2 主成分は，「見学で学んだ内容を伝えたいと

思うようになった」という変数が最も大きな負荷量を示

したためである．東日本大震災において陸前高田市で津

波避難を実施した住民は，日頃から家族と防災について

話し合っていたことに加え，昭和三陸地震津波という大

きな被害をもたらした津波災害が地域で過去に発生した

ことを知っていた人であった 2）．「見学した内容を伝え

ていきたい」という継承意図は，家族と防災について話

し合うきっかけになり，将来の災害リスク低減につなが

ると考えられる． 
東北の 2 施設で外部の防災力向上意欲への効果が高か

ったのは次のような理由が考えられる．両施設ともに

「海と共に生きる」ことを展示テーマにかかげ，歴史的

に津波が繰り返されていることを発信している．前節で

考察した通り，ハザードの理解と，問題に対応する力の

重要性の認知が，歴史的に繰り返される津波などの自然

現象の問題を解決するために見学した内容を他の人に伝

えたいと思うようになったと考えられる．本研究のサン

プルは，関東地方で東日本大震災を経験した方が多い可

能性が高い．東日本大震災を知らない人々においても，

同様の効果があるのか検証することを今後の課題とした

い． 
他方，自分の防災力向上意欲への効果が高かった施設

の特徴は，ハンズオン形式の展示や防災を体験するコー

ナーが充実していることだと考えられる．第 2 主成分得

点が負である施設は，人と防災未来センター（兵庫）と

そなえ館（新潟）であった．前者では体験型の展示が見

られ 32），後者では，地震ザブトン 33）や，防災工作が体

験できる．このような双方向的・体験型のコンテンツが

再訪意図に効果的な可能性がある．ただし，前節で考察

したように，回答者の属性をふまえると，これまで詳し

く知らなかった阪神・淡路大震災や中越地震の発災時の

様子・被害や，応急対応を知ったことで自分の防災力向

上意欲が生じた可能性がある． 
東日本大震災の 2 施設は他の施設と比較して，利用者

に応急対応が伝わっていない．第 2 主成分が負であるこ

とと，応急対応の理解度は強く関連している（主成分負

荷量：-0.87）．東日本大震災の 2 施設は第 2 主成分が正

であるため，他の先進事例と比較して応急対応について

伝わっていないことがわかる．表 6 に，渡邉ら 12）のデー

タを用いて，気仙沼伝承館（宮城）と，いわて

TSUNAMI メモリアル（岩手）の利用者の被災地訪問時

の期待が叶えられた割合を示した．応急対応（表 6 中の

No.1）は，期待が叶えられた割合が最も高く，東日本大

 

表 6 気仙沼伝承館（宮城）といわて TSUNAMI メモリア

ル（岩手）の利用者（N=189）の被災地訪問時の

期待が叶えられた割合（渡邉ら 12）のデータを使

用） 

 

No 内容
期待（人）
（n=189 ※1）

実際（人）
（n=189 ※1）

実際/期待
（n=189 ※1）

実際/期待
（N=1,175 ※2）

1避難生活や仮設住宅などの最低限の生活を確
保する対応について学ぶこと

70 79 1.13 0.76

2震災による人的被害や物的被害について学ぶ
こと

128 137 1.07 0.98

3高台移転や防潮堤などの被害を出さないため
の備えについて学ぶこと

78 77 0.99 0.83

4地震や津波、原発事故の内容について学ぶこ
と

126 122 0.97 0.84

5復旧・復興について学ぶこと 114 107 0.94 0.80

6震災後の防災計画など被害が出ても影響を最
小限にする備えについて学ぶこと

63 56 0.89 0.63

7発災時の様子や避難行動などの発災時に命を
守るための対応について学ぶこと

115 87 0.76 0.74

※1：気仙沼伝承館または，いわてTSUNAMIメモリアル訪問者，※2：東日本大震災の被災地の訪問者
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いる内容に特色があることを示している．この結果を基

に明らかになった各施設の強み・弱みと，各施設の目的

と照らし合わせることで，それぞれの施設の展示・プロ

グラムをより良くするための方策を考えることできるよ
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ここからは，本研究の目的である先進事例の災害伝承

ミュージアムと比較した際の東日本大震災の震災伝承施

設の防災学習に対する学習効果や有用性を評価するとと

もに，それぞれの主成分が特徴的な施設の要因を考察し

て，より効果的な伝承を行うための知見を考察する． 
第 1主成分に着目すると，東北の 2施設は，人と防災未

来センター（兵庫）と同様に，知識よりも防災の能力の

向上への効果があることがわかる．図 6より，第 1主成分

の主成分得点は，人と防災未来センター（兵庫）が 1.07，
気仙沼伝承館（宮城）が 0.64，いわて TSUNAMI メモリ

アルが 0.40 と正の値であり，そなえ館（新潟）は-1.22，
そなエリア東京（東京）は-0.89 と負の値である．このこ

とは，気仙沼伝承館（宮城），いわて TSUNAMI メモリ

アル（岩手）が，災害を生きる力や防災リテラシーの向

上に貢献していることを示している．  
知識の理解度向上への効果のほうが高い 2施設（第 1主

成分得点が負）の特徴は，展示における災害のフェーズ

の明確さだと考えられる．そなえ館は，災害から 3 日後，

3 ヶ月後，3 年後とフェーズを区切り，そのフェーズごと

に必要な備えがわかる展示の工夫をしている 17）．そなエ

リア東京では，発災から 3 日間の生存力をつけるために，

発災，避難場所までの移動，避難場所，避難所の流れを

明確にした東京直下 72h 体験ツアーを実施している．他

方，残りの 3 施設は，展示のゾーニングは行われている

ものの，災害のフェーズが明確に区別されていないケー

スや，展示が多く災害のフェーズがわかりづらいケース

がある．以上より，災害・防災の認知的な学習のために

は，災害のフェーズを明確にすることが効果的である可

能性が示された． 
第 1 主成分の値が正であった施設の特徴は，遺構や遺

物の展示が多いことだと考えられる．気仙沼伝承館（宮

城）は，内部見学可能な震災遺構であり，いわて

TSUNAMI メモリアル（岩手）は被災した消防車などの

被災物を展示している．人と防災未来センターは，市民

から提供された被災物や避難所の日誌を含む約 800 点の

資料を壁面に展示している 31）．一方，そなえ館（新

潟）・そなエリア東京（東京）は，避難所や仮設住宅の

再現はあるものの，被災物の展示は多くない．阪本 32）は，

人と防災未来センターにおいて，そのような展示物を通

して来館者の記憶が「想起」「追想」されることを報告

している． 防災リテラシーや生きる力の測定項目は対象

災害のことや一般的なことではなく，回答者自身の考え

や備えについての設問であったことをふまえると，遺構

や遺物，被災物が，利用者に情緒的な刺激を与えたこと

で防災に関わる能力の重要性を認識したと考えられる．

したがって，防災の能力向上のためには，遺構・遺物・

被災物の展示が効果的である可能性がある． 
第 2主成分に着目すると，東北の 2施設は他の 3施設と

比較して，利用者の外部の防災力向上意欲への効果が特

徴的であることがわかる．図 6より，第 2主成分の主成分

得点は，いわて TSUNAMI メモリアルが 1.25，気仙沼伝

承館（宮城）が 0.59 で正の値であり，人と防災未来セン

ター（兵庫）が-1.36，そなえ館（新潟）は-0.47 と負の値

であった．このことは，いわて TSUNAMI メモリアル

（岩手），気仙沼伝承館（宮城）が，利用者に「伝えて

いきたい」と感じさせる伝承ができていることを示して

いる．第 2 主成分は，「見学で学んだ内容を伝えたいと

思うようになった」という変数が最も大きな負荷量を示

したためである．東日本大震災において陸前高田市で津

波避難を実施した住民は，日頃から家族と防災について

話し合っていたことに加え，昭和三陸地震津波という大

きな被害をもたらした津波災害が地域で過去に発生した

ことを知っていた人であった 2）．「見学した内容を伝え

ていきたい」という継承意図は，家族と防災について話

し合うきっかけになり，将来の災害リスク低減につなが

ると考えられる． 
東北の 2 施設で外部の防災力向上意欲への効果が高か

ったのは次のような理由が考えられる．両施設ともに

「海と共に生きる」ことを展示テーマにかかげ，歴史的

に津波が繰り返されていることを発信している．前節で

考察した通り，ハザードの理解と，問題に対応する力の

重要性の認知が，歴史的に繰り返される津波などの自然

現象の問題を解決するために見学した内容を他の人に伝

えたいと思うようになったと考えられる．本研究のサン

プルは，関東地方で東日本大震災を経験した方が多い可

能性が高い．東日本大震災を知らない人々においても，

同様の効果があるのか検証することを今後の課題とした

い． 
他方，自分の防災力向上意欲への効果が高かった施設

の特徴は，ハンズオン形式の展示や防災を体験するコー

ナーが充実していることだと考えられる．第 2 主成分得

点が負である施設は，人と防災未来センター（兵庫）と

そなえ館（新潟）であった．前者では体験型の展示が見

られ 32），後者では，地震ザブトン 33）や，防災工作が体

験できる．このような双方向的・体験型のコンテンツが

再訪意図に効果的な可能性がある．ただし，前節で考察

したように，回答者の属性をふまえると，これまで詳し

く知らなかった阪神・淡路大震災や中越地震の発災時の

様子・被害や，応急対応を知ったことで自分の防災力向

上意欲が生じた可能性がある． 
東日本大震災の 2 施設は他の施設と比較して，利用者

に応急対応が伝わっていない．第 2 主成分が負であるこ

とと，応急対応の理解度は強く関連している（主成分負

荷量：-0.87）．東日本大震災の 2 施設は第 2 主成分が正

であるため，他の先進事例と比較して応急対応について

伝わっていないことがわかる．表 6 に，渡邉ら 12）のデー

タを用いて，気仙沼伝承館（宮城）と，いわて

TSUNAMI メモリアル（岩手）の利用者の被災地訪問時

の期待が叶えられた割合を示した．応急対応（表 6 中の

No.1）は，期待が叶えられた割合が最も高く，東日本大

 

表 6 気仙沼伝承館（宮城）といわて TSUNAMI メモリア

ル（岩手）の利用者（N=189）の被災地訪問時の

期待が叶えられた割合（渡邉ら 12）のデータを使

用） 

 

No 内容
期待（人）
（n=189 ※1）

実際（人）
（n=189 ※1）

実際/期待
（n=189 ※1）

実際/期待
（N=1,175 ※2）

1避難生活や仮設住宅などの最低限の生活を確
保する対応について学ぶこと

70 79 1.13 0.76

2震災による人的被害や物的被害について学ぶ
こと

128 137 1.07 0.98

3高台移転や防潮堤などの被害を出さないため
の備えについて学ぶこと

78 77 0.99 0.83

4地震や津波、原発事故の内容について学ぶこ
と

126 122 0.97 0.84

5復旧・復興について学ぶこと 114 107 0.94 0.80

6震災後の防災計画など被害が出ても影響を最
小限にする備えについて学ぶこと

63 56 0.89 0.63

7発災時の様子や避難行動などの発災時に命を
守るための対応について学ぶこと

115 87 0.76 0.74

※1：気仙沼伝承館または，いわてTSUNAMIメモリアル訪問者，※2：東日本大震災の被災地の訪問者
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震災の被災地の全体傾向と比べてもその割合が高い．こ

のことは，調査対象の 2 施設は東北内では応急対応につ

いて伝えられている施設ではあるものの，他地域の施設

と比較すると十分に伝えられていないことを示している．  
第 3主成分と表 5に着目すると，東北の 2施設は緊急対

応と復旧復興・被害軽減を比較的伝えられていないこと

がわかる．図 6より，第 3主成分の主成分得点は，そなえ

館（新潟）は 1.22，気仙沼伝承館（宮城）が 0.32，いわ

て TSUNAMI メモリアル（岩手）が 0.15，人と防災未来

センター（兵庫）が-0.14，そなエリア東京（東京）は-
1.54 であった．このことは，そなえ館（新潟）では復旧

復興・被害軽減が，そなエリア東京（東京）では緊急対

応がよく伝わっていることを示している．一方，東北の2
施設の得点の絶対値は小さい．表 6 より，緊急対応

（No.7），復旧復興（No.5）・被害軽減（No.6）は，期

待が叶えられていない項目の上位 3 項目であることをふ

まえると，東北の 2 施設は緊急対応と復旧復興・被害軽

減ともにあまり伝えられていないと考えられる． 
そなえ館（新潟）で，復旧復興・被害軽減が良く伝わ

っている理由は，1）それらの展示が充実しているためと，

2）行政の事業だけではなく，住民視点の暮らしの変化や

活動，備えを伝えているためだと考えられる．復旧復興

については，行政の復興事業だけではなく「住民レベル

の復興」を発信している．例えば「被災した古民家の復

活（芒種庵を創る会 34））」という地域交流団体の展示や，

東山小学校で飼っていた闘牛が避難先から小学校に帰っ

てきた新聞記事の展示，住民の活動を発災から 1 年目か

ら 12 年目以降の写真を壁面に展示している．被害軽減に

ついては，震災前，発生後の行政レベルのそなえの変化

と，個人レベルのそなえを学べる．来館者が，これらの

住民視点の復旧復興・被害軽減を学んだことで理解が深

まったと考える．復旧復興・被害軽減を伝えるためには， 
行政の事業だけではなく，住民視点の暮らしの変化や活

動，備えを伝えることが効果的な可能性がある． 
そなエリア東京（東京）で緊急対応が良く伝わってい

るのは，1）フェーズが明確であること，2）タブレット

による能動的なクイズであることの 2 点が関係している

と考えられる．1）は，知識の定着度について考察で前述

したとおりである．2）については，そなエリア東京（東

京）の東京直下 72h 体験ツアーでは，タブレットを用い

て被災した町を移動する際にどのような行動すべきであ

るかを様々なクイズを通して学ぶことができる．このよ

うに能動的に学べるコンテンツがあったために，利用者

の理解度が高かったと推察される．復旧復興・被害軽減

を伝えるためには， 展示のフェーズを明確にし，能動的

に学べる仕組みを作ることが効果的な可能性がある． 
以上より，本調査の対象とした東北の 2 施設は，緊急

対応，応急対応，復旧復興，被害軽減などは比較的伝え

ることができていない．しかし，表 6 中のすべての学習

内容において，この 2 施設は，東日本大震災被災地の全

体傾向（表 6 最右列）と比較して，来訪者の期待が叶え

られている割合が高い．つまり，東北内ではこの 2 施設

は各学習内容が伝えられている施設である．東日本大震

災の被災地全体において，発災後の災害対応やその後の

復興について，他地域の先進事例と比較して利用者に伝

わっていないと推察される．東日本大震災の発生前後の

災害伝承ミュージアムの施設タイプや主な展示内容を比

較した調査 5）においても，東日本大震災の災害伝承ミュ

ージアムは，津波が再現的に発生する過程と歴史との関

係の展示が多く，復興や生活再建に関する発信が少ない

ことが指摘されていることと整合する．本研究で得られ

た結果は，利用者視点でも，復興や生活再建が伝えられ

ていないことを示した． 
 
 

４. おわりに 
 
本研究は，先進事例の災害伝承ミュージアムと比較し

た際の東日本大震災の震災伝承施設の防災学習効果や有

用性を明らかにするために，利用者に伝わっている内容

と学習効果に基づいて，災害伝承ミュージアムを類型化

し，東日本大震災の震災伝承施設の特徴を明らかにする

ことを目的として，宮城・岩手・兵庫・岩手・東京にあ

る 5 つの災害伝承ミュージアムを全て訪れたことのある

人（N=137）を対象に，インターネット調査とその分析

を行った．その結果，次のことが明らかになった． 
1） 対象とした 5 つの災害伝承ミュージアムは，防災学

習の総合効果，訪問後の行動意欲，伝わっている学

習内容の 3 つの軸で，地域ごとに 4 つに類型化され

た． 気仙沼伝承館（宮城），いわて TSUNAMI メモ

リアル（岩手）は「能力・外部型」，人と防災未来

センター（兵庫）は「能力・自分型」，そなえ館

（新潟）は「知識・自分・復興型」，そなエリア東

京（東京）は「知識・緊急対応型」に分類された． 
2） 東日本大震災の気仙沼伝承館（宮城），いわて

TSUNAMI メモリアル（岩手）は，他地域の先進事

例と比較して，来訪者の防災の能力の向上， 外部の

防災力向上意欲に効果的であるものの，緊急対応，

応急対応，復旧復興，被害軽減などは伝わっていな

い． 
3） これらの 2 施設は，東日本大震災被災地全体と比較

して，各学習内容の来訪者の期待がかなえられてい

る割合が高い．そのため，他地域の先進事例と比較

して，東日本大震災の発災後の災害対応やその後の

地域づくり・生活再建などについては，利用者に伝

わっていないと推察される． 
4） 本研究で示された各施設の特徴とその展示プログラ

ムの対応関係から，災害・防災の知識が伝わるため

には，災害のフェーズを明確に区別した展示を行う

ことが，防災の能力向上のためには，遺構・遺物・

被災物などの展示が効果的な可能性が考察された． 
5） 歴史的に津波が繰り返し襲来することなどのハザー

ドの理解と問題対応力が向上することが，見学した

内容の他者への継承意図と関連し，双方向的または

体験型の展示があることや，発災時の様子・被害，

応急対応が伝わったことが再訪意図と関連がある． 
6） 発災直後の緊急対応が伝わるようにするには，能動

的に学べる仕組みを作ることが効果的な可能性があ

り，発災から時間が経過した復旧復興・被害軽減が

伝わるには，住民視点の暮らしの変化や活動，備え

を伝えることが効果的な可能性が示された．いずれ

も，4）で前述したようにフェーズを明示して，追

体験しやすくすることが重要である． 
本研究では「利用者にどの程度伝わっているのか」に

基づき，それぞれのミュージアムの特徴を類型化し，利

用者視点の各施設の相対的な位置付けを明らかにするこ

とができた．これを各施設の目的を照らし合わせること

で，それぞれの施設において，より伝わる災害伝承のた

めの方策を，利用者視点で他地域と比較して検討可能に

91
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なることが期待される．  
最後に，東日本大震災の被災地で，より利用者に伝わ

る災害伝承を行うための方策を 3 つ提案する．これは，

本調査対象の 2 施設だけで取り組むのではなく，東日本

大震災被災地全体として強化していくことが望ましい． 
1） 住民視点で東日本大震災とどう向き合ってきたか・

向き合っているのかを伝えること：応急対応や復旧

復興，今後の災害へのそなえ・向き合い方などを行

政の事業だけではなく，来館者と同じ立場の市民レ

ベルで伝えることで，現在十分に伝わっていないこ

とがらが伝わるようになることが期待される（上記

1，2，3，5，6 より）， 
2） 見学した内容を持ち帰ることができるモノを作るこ

と：東日本大震災の施設は「見学した内容を伝えて

いきたい」という他者への継承意図への効果が高い．

家に帰って見学した内容を伝えるためのモノがあれ

ば，その効果が促進され，来館者を通じて来訪して

いない人に対しても東日本大震災を伝えることが可

能になる（上記 1，2 より）． 
3） 館内見学用アプリを導入すること：アプリを使いな

がら見学をすることで，見学している展示の該当す

るフェーズを明確化することや，クイズなど能動的

に学ぶことができるようになることが期待される．

（上記 1，2，3，4，6 より） 
それぞれ施設の展示とその学習効果および提案した方

策の検証を今後の課題としたい．本研究で用いた指標は

来訪者の主観的なものであり，これは本調査の限界であ

る．今後は，客観的指標（内容の確認テストを用いた客

観的な理解度や，各施設の訪問前後の生きる力や防災リ

テラシーの変化，客観的な行動変化等）を用いて，本研

究結果の外的妥当性を確認することを今後の課題とした

い． 本研究は， 5 施設すべての訪問者を対象とした．こ

の方法では，施設ごとの訪問者の差異による影響を取り

除くことができる点が長所である．しかし，5 施設訪問

者は「男性，30～40 代，被災経験あり，関東の居住者」

が多い傾向にあり，得られた結果はその影響を受ける可

能性がある点が短所である．今後，それぞれの施設で学

習効果を測定することによって，結果の外的妥当性（そ

れ以外の特性の来訪者が多い集団においても同様の結果

になるのか）を検証したい．また，訪問者の属性と各館

に纏わる質問紙の結果とのクロス分析をすることで，属
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   This study is concerned with communication regarding the earthquake damage assessment in the Tokyo metropolitan 
area. A questionnaire survey has conducted with the aim of clarifying Tokyo residents' awareness of the earthquake 
damage assessment and cognitive systems  of earthquake damage assumptions as conceived by Tokyo residents. As a 
result, first of all, there were a certain number of people who were skeptical about the earthquake damage assessment  
released by the government, even though they were aware of their contents. Next, it was found that the damage caused 
by earthquake shaking was overestimated compared to the government's assumption, while the damage to lifelines such 
as electricity, water, and gas was underestimated. As a result, it is clear that damage assessment is unlikely to promote 
earthquake preparedness among residents. 
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１．はじめに 
 

 2011年 3月 11日に発生した，日本の地震観測史上最大

の東北地方太平洋沖地震は事前の予知は況や，長期予測

においても「失敗」したとされた 1)．そうした経験も踏

まえて，2017 年から政府の方針として地震予知は「でき

ない」とされた．つまり，地震防災に関する情報は予知

を前提としない，新たなステージに移行したといえる． 
 これまでにも地震に関する防災教育 2)3)4)や訓練 5)6)，地

震発生確率 7)など，広い意味での「地震と情報」に関す

る研究は多く行われており，一定の成果があげられてい

る．そうしたなかで現在，地震学や工学分野の成果とし

て，地震に関する被害想定の情報が充実化している．東

日本大震災を踏まえ，科学的に起こりうる最大規模の被

害想定が検討されるようになるなど，その評価手法は高

度化している．この被害想定は多くの都道府県で，また，

影響の大きい地震に関しては別途，内閣府でも検討され

ている．断層モデルを推定するなどしてハザードを予測

し，それを基にどのような人的・物的被害が発生するか

の想定を行い，行政などによる地震に関する対策の拡充

や防災計画の策定に用いられている． 
ただし，そこには課題もある．この被害想定は，対住

民の活用も主眼の一つに置かれている．事実，最近では，

被害想定を基に映像化を行い，広報資料として地震への

備えの啓発に用いられるなど 8)，行政はこの情報を広く

公表し，住民の地震対策につなげようとされているので

あるが，それは容易ではない．目黒（2016）9)が指摘し

ているように，用いる断層モデルなどによって生じるハ

ザードが大きく変化するため，被害の精度が高くない．

また，科学的に起こりうる最大規模の被害想定が検討さ

れているため，想定の数値が大きくなりがちであり，そ

の数字がひとり歩きしてしまう危険性もある．たとえば，

高知県黒潮町では南海トラフ地震が発生した場合，最大

津波高は 34.4m とされたが，これはあくまで想定最大で

あり，地震が発生したら必ず起こるわけではない．これ

までの被害想定に関する研究は，既存の被害想定を前提

にしたものが多く 10)，そもそも住民が被害想定をどのよ

うに受け止めているのか，そのコミュニケーションにつ

いての研究が不足している．そこで，本研究では，地震

が発生したときの人的・物的被害の規模が大きいと考え
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られ，古くから被害想定が公表されてきた，首都圏で地

震が発生した場合，つまり首都直下地震の被害想定を事

例に，そのコミュニケーションに焦点をあてる． 
 
 
２．首都直下地震に関する被害想定 
 
 本章では，2022 年 5 月上旬時点で，内閣府と東京都か

ら公表されている最新の首都直下地震に関する被害想定

について簡単に概観し，本研究の目的のひとつ目を述べ

る． 
 
(1) 内閣府の被害想定 
 まず，内閣府が公表している最新の被害想定の概要で

ある． 
首都圏での地震発生時の被害想定は，古くから行われ

ている．その嚆矢は，1962 年の警視庁と陸上自衛隊東部

方面隊の共同研究結果としての「大震災対策研究資料」

とされる 11)．その後，1988 年に国土庁防災局から「南関

東地域地震被害想定調査の結果」，2004年から 2005年に

かけて，内閣府（防災担当）から「首都直下地震対策に

係る被害想定結果について」が示され，2013 年には最新

版である，「首都直下地震の被害想定と対策について

（最終報告）」が内閣府中央防災会議に設置された，首

都直下地震対策検討ワーキンググループより公表された． 
 ここでは，2011 年に内閣府に設置された「首都直下地

震モデル検討会」で検討された断層モデルや震度分布な

どから，都区部直下で発生するマグニチュード 7（以下，

M7）クラスの都心南部直下地震を「被害が大きく首都中

枢機能への影響が大きいと思われる」（p.1）12)として，

主たる被害想定の対象とされた．具体的には地震が発生

した場合の，人的・物的被害やライフラインの被害，社

会・経済への影響から被災後の避難生活，災害廃棄物な

どに至るまで幅広い被害想定が行われた．特に「これま

でのように単に人的・物的被害等の定量的な想定をする

だけでなく，防災減災対策の検討に活かすことに主眼」

が置かれ（p.1）12)，時間経過ならびにライフラインなど

は相互の被害の関連性まで想定された． 
そして，この被害想定の結果は「行政のみならず，個

別の施設管理者や民間企業，地域，居住者，通勤・通学

者，来街者等が，防災・減災対策を検討し，備えるべき

ことを具体的に確認するための材料として活用されるこ

とを期待する」（p.12）12)とされている．実際，この報

告書内では「首都で生活をする各人の取組」という節が

設けられており，被害想定を基に，住民一人ひとりが首

都直下地震によって生じる被害に対する心構えをもち，

発災時に防災行動することの重要性について，述べられ

ている．同様の記述は 1988 年の「南関東地域地震被害想

定調査の結果」においてもみられ，想定の公表は「今後

における関係住民の防災意識の向上（中略）に役立つも

のと期待」（p.2）13)されていた． 
なお，首都直下地震では，地震の揺れによる被害だけ

ではなく，それに付随して生じる火災による被害も危惧

されているが，これも季節や風向きによって大きく変わ

ることが記されている．そのため，建物等被害を例にと

ると，全壊及び焼失棟数は最小で 247,000 棟，最大で

610,000棟と大きな差がある 12)．かつ，震源断層域がずれ

れば，さらに被害想定が変化することにも留意が必要で

ある．そして，この被害は先に述べた通り，都区部直下

の都心南部直下地震を想定されているため，被害の中心

は 23 区内とされている．  
 

(2) 東京都の被害想定 
 続いて，東京都が公表している最新の被害想定の概要

である． 
東京都は河角廣の東京圏の地震 69年周期説 14)を受けて，

1978 年に都の防災会議から「東京区部における地震被害

の想定に関する報告書」が，1985 年には「多摩地域おけ

る地震被害の想定に関する報告書」が公表されるなど，

独自の被害想定を行ってきた．その後も 6 年から 10 年ほ

どの期間をおいて，繰り返し，公表された．最新のもの

は 2012 年に公表された「首都直下地震等による東京の被

害想定」である． 
ここでは，東日本大震災で液状化の被害，さらに大量

の帰宅困難者が出たことをふまえて，地震モデルや火災

の想定手法に改良がくわえられた．具体的な内容として，

特定の地震だけではなく，東京湾北部地震，多摩直下地

震という直下型の地震，関東大震災を引き起こした海溝

型地震の元禄型関東地震，そして活断層で発生する地震

としての立川断層帯地震という 4 種類について被害想定

が行われている 15)．かつ，季節や風向きのパターンごと

に被害想定がなされている．それぞれの場合の，人的・

物的被害，交通状況，ライフラインの被害，避難者，帰

宅困難者などが想定の対象項目としてあげられている 15)．

だが，こちらは定量的な内容が主である．たとえば，東

京湾北部地震が発生し，「冬・18 時 風速 8m/s 」のケー

スにおける固定電話の不通率が 7.6%などのように記述さ

れており，3 日後の状況といった時間の経過と共に変化

する様子などについて言及はされていない． 
 そして，こちらも内閣府の報告書と同様に，対住民の

活用が意識されていることがうかがえる記述がある．

1978 年の「東京区部における地震被害の想定に関する報

告書」において「被害想定は（中略）都民や行政が防災

対策をすすめるうえでの目標を設定するための一つの根

拠を与えるところに重要な意義がある」（答申にあたっ

て）16）や1991年の「東京における地震被害の想定に関す

る調査研究」において「この調査結果は（中略）都民一

人ひとりが常日頃から防災に対する認識を深めるための

啓発資料ともなるものである」（調査の目的）17）とされ，

2012 年の「首都直下地震等による東京の被害想定」にお

いても被害想定をふまえた上で，「大規模地震が発生し

た場合に，被害を最小限に抑えるためには，一人ひとり

の都民や事業者を含めた，社会全体での取組が不可欠」

（p.97）18)とされ，住民の意識啓発が意識されていた． 
 このように，古くから東京都では地震の被害想定が行

われていた．そしてその当初から被害想定の情報は，行

政による対策の拡充のみならず，対住民で意識啓発や防

災行動に資するように，位置づけられていた．では，こ

うした首都直下地震の被害想定に対して住民はどのよう

に評価しているのか，つまり，被害想定について住民は

どのように受け止めているのか．この点を明らかにする

ことが本研究の目的の一つ目である． 
 
 
３．地震に関するしろうと理論 
 
 これまでに述べてきたような被害想定は，いわば，工

学的なモデルを用いて科学的に作られてきた内容である．
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こうした，科学的な被害想定をめぐるコミュニケーショ

ンを考えるうえで，受け手である住民にも着目する必要

があろう．つまり，住民の考える，首都直下地震の被害

想定に関する認知構造に着目する．  
科学的な理論と比して，専門家ではない人々が，普段

からの生活，社会との関わりの中で自然に獲得する知識

体系，ある種の思い込みが存在する．これは，しろうと

理論（lay theory）または素朴理論（native theory）などと

呼ばれる，帰属的な認知構造のことである．ここでは，

人がどのように社会との関係を通じて因果性の知識を獲

得するのか，などの研究が行われ，物理学，生物学，言

語学，心理学などの分野でも研究が進められている 19)．

つまり従来，児童のころより人は様々な観察や他者との

接触，メディアなどの経験を通して「どのような関係に

よって物事は生起するのか」を理解する 20)．だが，この

理解や信念体系は科学的理論とは異なっている．その特

徴として，暗黙的であり，曖昧で整合性がなく，検証が

好まれ（その人にとって都合の良い証拠を探す），原因

を無理に推論し，タイプ分けなどように初歩的な記述で

あるという点で内容志向的であり，個人のパーソナリテ

ィや動機から人間行動の「原因」をつきとめようとし，

個人志向であり，特定の情報に基づいて理論を作り上げ

るが一般化はされず，そして「弱い」ということがあげ

られる 19)．地震に関して，たとえば，見たことのないよ

うな雲を見ると「地震雲だ」となり，地震の前兆だと思

うようなこともその一種であろう．この両者間のメカニ

ズムは科学的には解明されておらず，現状では両者間に

は関係がないとされている．だが，こうした考えは多く

の人に共通してみられる． 
住民の，地震の被害に関するしろうと理論，つまり，

住民の考える地震の被害想定を明らかにする研究は，科

学的な想定が進み，また，実際の地震による被害の状況

を，メディアを介して映像から知ることが可能になった

一方で，東京大学新聞研究所（1982）21)による研究など

を除けば，最近では行われてこなかった．そこで，本研

究では現代の東京都民の地震による被害の認知構造を明

らかにする． 
また，こうしたしろうと理論は，地震への備え行動に

どのように結びついているのか．これまでにも，いかに

して地震への備え行動を促進するか，という研究は多く

行われてきた．特に，実際に被害にあう危険性を認知す

る，つまり，リスク認知との関係性が重視された研究が

多いが，実際の防災行動にはつながりにくいとされ 22)，

両者の間には複雑な関係があるとされる 23)．また，他に

も多数派に同調するという記述的規範が対策行動に正の

影響を及ぼす可能性を示唆した研究 24)などがあるが，地

震への備え行動の促進に関する具体的な手法の確立には

至っていない．実際の地震経験（特に 5 弱程度）があっ

ても中々地震への備え行動に結びつかないという研究も

あり 25)，地震の備え行動を促進することが容易ではない

ことが明らかである．そこで，本研究では，被害の認知

構造だけではなく，その帰結としての防災行動との関係

性まで含めて，明らかにする． 
以上のように，首都直下地震被害に関する住民のしろ

うと理論，つまり住民の考える地震の被害想定という知

識体系を把握した上で，それが地震への備え行動という

帰結に結びついているのか，両者の関係性を明らかにす

ることが本研究の目的の二つ目である． 
 

 

４．調査概要 
 
 本研究では，東京都民の地震の被害想定に関する意識

ならびに住民の考える地震の被害想定の認知体系を明ら

かにすることを目的として実施した調査を用いる．その

概要は表 1 の通りである． 
 

表 1 調査概要 

調査対象 
東京都市区ならびに西多摩郡在住者 

（NTT コムリサーチのパネル） 

調査方法 WEB 調査 

第第 11 波波「「東東京京都都民民のの地地震震被被害害想想定定ななどどにに関関すするる意意識識調調

査査」」  

有効回答 5,672 サンプル（予備サンプル含む） 

調査期間 2022 年 3 月 4 日～28 日 

第第 22 波波「「首首都都直直下下地地震震時時ななどどのの東東京京都都民民のの防防災災行行動動にに

関関すするる調調査査」」  

有効回答 

4,478 サンプル 

（第 1 波と同一パネル，期間内で可能な

限り回収） 

調査期間 2022 年 3 月 28 日～4 月 21 日 

 
表 2 調査対象者のデモグラフィック 

 
 
 調査は NTT コムリサーチのインターネットパネルを用

いた WEB 調査の手法を用い，設問数の都合上，2 波に分

割して行った．対象者は東京都民であり，島しょ部を除

いた，23 区，26 市ならびに西多摩郡（瑞穂町・日の出

町・檜原村・奥多摩町を合わせた区域）の合計 50 市区町

村に対して，性年代均等割付を行った．1 市区町あたり，

性別（男女）×年代（20～60代）の 10セルあり，セルご

とで 10 サンプルずつ収集した．その結果，第 1 波では

5,672 サンプルが有効回答として得られた（予備サンプル

を含む）．ただし，一部の地域については未達の割付が

居住地
23区内

居住地
23区外

合計

（n=2138） （n=2340） （N=4478）

男性 49.3% 48.7% 49.0%

女性 50.7% 51.3% 51.0%

合計 100.0% 100.0% 100.0%

20代 16.9% 13.7% 15.2%

30代 19.6% 20.6% 20.1%

40代 21.2% 21.9% 21.6%

50代 21.2% 22.5% 21.9%

60代 21.1% 21.3% 21.2%

合計 100.0% 100.0% 100.0%

23区内 76.5% 27.4% 50.8%

23区外 1.2% 43.9% 23.5%

東京都以外 3.6% 4.4% 4.0%

通勤も通学も
していない

18.8% 24.3% 21.7%

合計 100.0% 100.0% 100.0%

避難したことが
ある

8.4% 7.6% 8.0%

避難はしていない
が、経験したことが
ある

47.3% 47.6% 47.5%

経験したことは
ない

44.3% 44.8% 44.6%

合計 100.0% 100.0% 100.0%

通勤・
通学先

性別

年代

被災経験
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ある．その後の第 2 波では，第 1 波の回答者に対して調

査を行い，第 1 波の 78.9%である，4,478 サンプルが有効

回答として得られた．これらを本研究の分析対象とする． 
 回答者の概要について，居住地が 23 区かそれ以外かで

分けたものが表 2 である．居住地 23 区内の有効回答率は

第 1 波の 92.9%，23 区外は 86.7%であった．また，性年

代均等割付であるが，パネルの特徴が反映され，20 代が

少なくなっている．なお，主観でこれまでに大きな災害

を経験したことがあるか問うた結果，地震で避難をした

ことがある人は全体の 8.0%，避難をしていないが経験し

たことがある人は全体の 47.5%であった． 
 
 
５．調査結果 

 
本章では2章ならびに3章で述べた目的をふまえ，調査

結果について述べる． 
 

(1) 首都直下地震対策への考え 
 第一に，様々な災害に関して，対策の必要性について

問うた結果が図1である．首都直下地震はほかの地震や災

害と比較しても対策の必要を感じている人が多い．対策

の必要性を感じていないと答える人は少数派である．だ

が，実際に地震への備え行動を行っているかは別である． 
 

 

図 1 災害に関して対策の必要性を感じているか

（n=4478） 
 
(2)被害想定への評価 
a) 被害想定の認知度 
 第二に，首都直下地震に関する被害想定への意識であ

る． 
まず，内閣府や東京都から出されている被害想定につ

いて，認知状況を問うた結果が図2である．全体の58.5%
の人が想定が出されていることを認知しているものの，

その具体的な内容まで認知している人は全体の5.7%と少

ない．被害想定の内容そのものは，ほとんど認知されて

いない現状が明らかである． 
以下では，この「想定の内容まで知っている」「想定

が出ていることを知っているが，内容はよくわからない」

「知らない」の3つの群に分けて分析する． 

図 2 被害想定の認知状況（n=4478） 
 

 
図3 被害想定の認知状況（n=4478）， 

＊＊:p<.01, ＊＊＊:p<.001） 
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ある．その後の第 2 波では，第 1 波の回答者に対して調

査を行い，第 1 波の 78.9%である，4,478 サンプルが有効

回答として得られた．これらを本研究の分析対象とする． 
 回答者の概要について，居住地が 23 区かそれ以外かで

分けたものが表 2 である．居住地 23 区内の有効回答率は

第 1 波の 92.9%，23 区外は 86.7%であった．また，性年

代均等割付であるが，パネルの特徴が反映され，20 代が

少なくなっている．なお，主観でこれまでに大きな災害

を経験したことがあるか問うた結果，地震で避難をした

ことがある人は全体の 8.0%，避難をしていないが経験し

たことがある人は全体の 47.5%であった． 
 
 
５．調査結果 

 
本章では2章ならびに3章で述べた目的をふまえ，調査

結果について述べる． 
 

(1) 首都直下地震対策への考え 
 第一に，様々な災害に関して，対策の必要性について

問うた結果が図1である．首都直下地震はほかの地震や災

害と比較しても対策の必要を感じている人が多い．対策

の必要性を感じていないと答える人は少数派である．だ

が，実際に地震への備え行動を行っているかは別である． 
 

 

図 1 災害に関して対策の必要性を感じているか

（n=4478） 
 
(2)被害想定への評価 
a) 被害想定の認知度 
 第二に，首都直下地震に関する被害想定への意識であ

る． 
まず，内閣府や東京都から出されている被害想定につ

いて，認知状況を問うた結果が図2である．全体の58.5%
の人が想定が出されていることを認知しているものの，

その具体的な内容まで認知している人は全体の5.7%と少

ない．被害想定の内容そのものは，ほとんど認知されて

いない現状が明らかである． 
以下では，この「想定の内容まで知っている」「想定

が出ていることを知っているが，内容はよくわからない」

「知らない」の3つの群に分けて分析する． 

図 2 被害想定の認知状況（n=4478） 
 

 
図3 被害想定の認知状況（n=4478）， 
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表 3 被害想定への意識を問う設問の因子分析の結果（最尤法，プロマックス回転後の因子負荷量ならびに平均値，標準偏差） 
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表 4 被害想定の認知度と各因子の平均得点 
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8 地震がいつ来ても大丈夫なように備えているつもりである .24 ..4455 1.37（0.78）

因子抽出法: 最尤法  　回転法: Kaiser の正規化を伴うプロマックス法　　累積寄与率 31.61% 54.83%
因子相関行列　F1 .23

F2

因子 平均値
（SD）

FF11　　被被害害想想定定をを疑疑問問視視

FF22　　被被害害想想定定のの積積極極的的活活用用

ｎ range M SD

想想定定のの内内容容ままでで知知っってていいるる

被害想定を疑問視 257 0-15 5.53 4.04

被害想定の積極的活用 257 0-15 9.68 3.14

被害想定を疑問視 2863 0-15 5.27 2.81

被害想定の積極的活用 2863 0-15 9.10 2.45

知知ららなないい

被害想定を疑問視 1858 0-15 5.18 3.04

被害想定の積極的活用 1858 0-15 7.03 3.59

想想定定がが出出てていいるるここととはは知知っってていいるるがが、、内内容容ははよよくく
わわかかららなないい

99
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た『東京防災』26)や Spittal（2006）27)などを基に，重要

と考えられる 16 項目について，行っているかを問うた．

具体的に，「家具の転倒防止」「パソコンやテレビなど

の滑り止め」「家具の配置の工夫」「ガラスの飛散防止」

「消火器の準備」「食器棚に掛け金をかけるなど，飛び

出し防止」「地震保険への加入」というすぐに行うこと

が難しい備え 7 個と，「火災から逃れるための広域避難

場所の確認」「避難生活を送るための避難所の確認」

「水の備蓄」「食料の備蓄」「非常用持ち出し袋の準備」

「懐中電灯の準備」「乾電池や充電器，モバイルバッテ

リー等の準備」「ラジオの準備」「カセットコンロの準

備」といった，すぐに取りうる備え 9 個であり，これら

を 2 つの設問に分けて問うた．地震への備え行動として

は，水害時の避難のような絶対的な行動が存在しない．

そのため，なるべく多くの地震への備えを多く行ってい

ることが，重要であろう．それぞれの実施状況は図 4 の

通りである．なお，すべての項目において，備えている

割合は「想定の内容まで知っている」群，「想定が出て

いることは知っているが，内容はよくわからない」群，

「知らない」群の順で多かった． 
 

 
図 4 地震への備え状況（n=4478） 

 
表 5 被害想定の認知度と備えの個数 

 
 
 次に，被害想定の認知度によって分けた 3 つの群間で

備えの数の平均値が表 5 の通りである．この結果ついて，

Kruskal-Wallis 検定を行うと，有意な差がみられた．そこ

で，さらに Bonferroni 法による多重比較を行った．その

結果，いずれの群間にも p<.05 で有意差がみられた．つ

まり，「想定の内容まで知っている」群は対策の数が他

の 2 群よりも有意に多く，「知らない」群は「想定が出

ていることは知っているが，内容はよくわからない」群

よりも有意に対策の数が少ない．要は，首都直下地震の

「想定の内容まで知っている」群は，地震防災に熱心な

層，「想定が出ていることは知っているが，内容はよく

わからない」群はある程度，地震防災を行っており，

「知らない」群は地震防災にはあまり積極的ではないこ

とがうかがえる． 
 
(4) 住民の考える被害想定と備え 
 第四に，しろうと理論の把握である． 
a) 地震の揺れによる被害想定 
首都直下地震が生じると，M7クラスの地震が発生する

とされている．そこで，首都圏でM7程度の地震が発生し

たときの状況を問うた． 
地震の揺れによって生じる自宅の被害想定について，

被害想定の認知度によって分けた3つの群ごとの結果が図

5である．サンプルサイズが異なるが，χ2検定では，この

3 群間では有意な差がみられた（ χ2(10)= 503.600 ，

p<.001）．「想定の内容まで知っている」群は，首都圏

でM7程度の地震が発生した場合に，自宅にも大きな被害

が及ぶと考えている人がほとんどである．「自宅が全壊

すると思う」と回答している人が20%以上おり，「わか

らない」と回答する人はほとんどいない．一方，「知ら

ない」群は，地震防災にはあまり積極的ではないことも

あり，「わからない」との回答が26.5%と他の群と比較

して多い．これらの人々はそもそも，M7程度の地震がど

のような大きさの揺れかが分からない，もしくは，分か

ったとしてもその揺れが自宅にどのような被害を及ぼす

のか，わからない可能性も考えられるであろう．だが，

多くの人は家財道具が倒れるなどの大きな被害があると

考えている． 
なお，内閣府の報告書28)に基づけば，震度６強以上の
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のうち，木造住宅かつ旧耐震（築40年以上が経過）に住

んでいるのは，4.4%（n=197）にすぎなかった．なお，

これらのうち，32.0%が「自宅が全壊すると思う」，

47.7%が「自宅の一部が壊れると思う」と回答している． 
 

 
図5 想定の認知と揺れによる被害想定 
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ない」群は，地震防災にはあまり積極的ではないことも

あり，「わからない」との回答が26.5%と他の群と比較

して多い．これらの人々はそもそも，M7程度の地震がど

のような大きさの揺れかが分からない，もしくは，分か

ったとしてもその揺れが自宅にどのような被害を及ぼす

のか，わからない可能性も考えられるであろう．だが，

多くの人は家財道具が倒れるなどの大きな被害があると

考えている． 
なお，内閣府の報告書28)に基づけば，震度６強以上の

揺れで，老朽木造住宅や老朽ビルが全壊する，とされて

いる．「想定の内容まで知っている」群においては，こ

の報告書をふまえれば，揺れによる被害などは若干，被

害を過剰評価していると考えられる．実際，調査対象者

のうち，木造住宅かつ旧耐震（築40年以上が経過）に住

んでいるのは，4.4%（n=197）にすぎなかった．なお，

これらのうち，32.0%が「自宅が全壊すると思う」，

47.7%が「自宅の一部が壊れると思う」と回答している． 
 

 
図5 想定の認知と揺れによる被害想定 

 
b) 地震後の火災による被害想定 
 次に，地震の後に発生する火災によって生じる自宅の

被害想定について，被害想定の認知度によって分けた3つ
の群ごとの結果が図6である．こちらも同様に，サンプル

サイズが異なるが，χ2検定では，この3群間では有意な差

がみられた（χ2(8)= 389.439，p<.001）．こちらは，図5と
比較すると，「わからない」との回答が多くなっている．

首都直下地震発生時の火災については，地震の揺れによ
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7 
 

る被害と比して，日常生活の中で接触することが少なく，

社会との関わりの中で知識として習得することが少ない

と考えられる． 
 居住場所などにもよるため一概には言えないが，全体

の傾向として，地震の揺れよりも火災によって自宅が被

害を受けると考えている人の割合は少ない． 
 

 
図6 想定の認知と火災による被害想定 

 
なお，内閣府の報告書28)に基づけば，倒壊した家屋な

どから出火し，木造住宅密集市街地を中心として延焼火

災が生じるとされる．では，木造住宅に居住している人

は，自宅の揺れによる被害と火災による被害についてど

のように考えているのか．両者のクロスが図7である．木

造住宅に住んでいる人で，自宅が全壊すると思っている

人のうち，48.3%が全焼すると考えている．また，揺れ

による被害がないと思う人ほど，火災による被害がない

と考えている傾向が読み取れる．つまり，自宅が揺れで

全壊すると考えているような人は内閣府の報告書28)にあ

るような現象が発生して火災に巻き込まれる，と考えて

いる一方で，自宅が壊れないような被害しか想定してい

なければ，自宅が火災に巻き込まれるようなことは考え

ない．せいぜい，周囲が火災で被害を受ける程度，とい

うことが明らかである．そして，揺れによる被害がわか

らない人は，火災による被害についてもわからない． 
 

 
図7 地震被害と火災被害の関係（木造住宅のみ） 

 
c) 地震発生時のインフラの被害想定 
 さらに生活インフラである，電気，水道，ガスについ

ても，首都圏でM7程度の地震が発生したときの状況を問

うた． 
 地震後に，自宅周辺の停電がどの程度の期間継続する

と想定するかを問うた結果について，被害想定の認知度

によって分けた3つの群ごとの結果が図8である．サンプ

ルサイズが異なるが，χ2検定では，この3群間では有意な

差がみられた（χ2(12)= 446.635，p<.001）．「わからない」

という回答が29.8%と全体では最も多い．次いで，「1週
間ぐらいで復旧すると思う」で19.9%であった．ただし，

「想定の内容まで知っている」群では「1か月以上復旧で

きないと思う」という回答が26.1%で最も多かった．多

くの人が何らかの被害が生じると考えており，ただし，

全体としての想定は人によってばらつきがあることが明

らかである． 
 こうした傾向は水道（図9）やガス（図10）でも同様で

あった．いずれもサンプルサイズが異なるが，χ2検定で

は，この3群間では有意な差がみられた（それぞれχ2(12)= 
426.240，p<.001ならびにχ2(12)= 402.073，p<.001）．「わ

からない」という回答が全体では最も多く，また，被害

が継続する期間について，人によってばらつきがある． 
 

 
図8 想定の認知と電気に関する被害想定 

 

 
図9 想定の認知と水道に関する被害想定 

 

 
図10 想定の認知とガスに関する被害想定 

 
また，これらの電気，水道，ガスそれぞれの被害想定

の結果についてクロス集計を行うと，電気に被害がない

と思っている人は，水道やガスにも被害がないと考えて

おり，電気が1か月以上復旧できないと考えている人は，

水道もガスも1か月以上復旧できないと考えている人が多

い．そして，最も多い，「わからない」と回答した人は，

電気であろうと水道であろうとガスであろうと被害が継
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る被害想定は一体不可分と考えられる．若干，電気より

も水道，水道よりもガスの方が遅れて復旧すると考えて

いる人が多いがそこまで顕著な差としてみられるわけで

はない． 
なお，内閣府の報告書28)に基づけば，被害の期間は下

記の通りと想定されている． 
電力は，停電がなかなか解消されず，1週間がたって23

区の約5割が停電したまま，そして1か月たつと，1都3県
のうち，約9割まで回復（ただし，関東以外の電力事業者

からの融通があった場合）する，とされる． 
（上）水道は停電エリアで浄水場が運転を停止，非常

用発電機の燃料を確保した浄水場から徐々に解消されて

いくが，3日後でも23区の約4割が断水したまま，1週間後

には23区の約3割が断水したままで，1か月たって，1都3
県のうち約9割の断水が解消される，とされる．また，給

水を電力に依存しているようなマンションの場合，停電

が解消されなければ水道が使えない可能性もある． 
都市ガスは順次，事業者の復旧作業により供給が回復

し，1週間後には東京で約2割の供給が停止したままであ

るが，約6週間で大部分の供給が再開される，とされる．

つまり，電気・水道・ガスというライフラインはいずれ

も，場合によっては1か月以上復旧できない可能性がある． 
つまり，これらに基づけば，「1か月以上復旧できない

と思う」との回答が期待されるが，「想定の内容まで知

っている」群であってもその割合は3割に満たず，そこで

は独自の被害想定，しろうと理論を持っていることがわ

かる．地震の揺れによる被害はある意味で過大評価して

いたのに対し，ライフラインの被害は過小評価している

ともいえよう． 
d) 被害想定と地震への備えの関係 
では，こうした住民の考える被害想定は地震への備え

行動に結びついているのであろうか．住民のしろうと理

論の帰結としての備え行動との関係について分析を行う． 
まず，揺れへの備えである．これも先に述べた通り，

「この行動をとれば大丈夫」という絶対的なものが存在

しない．そこで，便宜上，自宅の揺れによる被害と家具

の転倒防止の関係性を分析する．家具の転倒防止は図 4
にあるように，半数以上の人が備えとして行っている，

との回答を得た．家具の転倒防止対策を行っている割合

について被害想定の認知度によって分けた 3 つの群ごと

の結果が図 11 である．「想定の内容まで知っている」群，

「想定が出ていることは知っているが，内容はよくわか

らない」群の中で，χ2 検定の結果，備えの有無について

有意差はみられなかった．被害想定に関わらず，家具の

転倒防止対策が行われている．なお，「知らない」群で

は，z 検定を用いた繰り返し検定を行い，Bonferroni 調整

を行った結果，「自宅の一部が壊れると思う」「自宅は

壊れないが，家財道具などが倒れると思う」「立てかけ

ているものが倒れる程度の被害があると思う」と「わか

らない」の間には有意な差がみられた．だが，全体を通

して，整合性がみられるわけではない． 
次に，停電への備えである．ここでは便宜上，電気に

関する被害想定と懐中電灯の準備状況の関係を分析する．

この懐中電灯の準備は図 4 にあるように，半数以上の人

が備えとして行っている，との回答を得た．懐中電灯の

準備を行っている割合について被害想定の認知度によっ

て分けた 3 つの群ごとの結果が図 12 である．「想定の内

容まで知っている」群（χ2(6)= 23.956，p<.001），「想定

が出ていることは知っているが，内容はよくわからない」

群（χ2(6)= 18.691，p<.01），「知らない」群（χ2(6)= 

57.361，p<.001）の中で，有意差がみられた．そこでさ

らに，z 検定を用いた繰り返し検定を行い，Bonferroni 調
整を行った．その結果，「想定の内容まで知っている」

群において，「1 か月以上復旧できないと思う」と「被

害はないと思う」「当日中には復旧すると思う」「わか

らない」の間で有意な差が，「想定が出ていることは知

っているが，内容はよくわからない」群では，「当日中

には復旧すると思う」と「1 か月以上復旧できないと思

う」の間で，「知らない」群において，「2～3 日くらい

で復旧すると思う」「1 週間くらいで復旧すると思う」

「2 週間くらいで復旧すると思う」と「わからない」の

間でそれぞれ有意な差がみられた．若干，停電の期間が

長いと想定する人の方が有意に対策を行っている傾向が

みられる．だが，全体を通して，極端な差がみられるわ

けではなく，整合性はあまりみられない．必ずしも，長

い期間停電すると考えているから，懐中電灯の準備を行

っている割合が多い，というわけではない． 
さらに，断水への備えである．ここでは便宜上，水道

に関する被害想定と水の備蓄状況の関係を分析する．こ

の水の備蓄は図 4 にあるように，ここでの選択肢として

は最も多くの人（56.6%）が備えとして行っている，と

の回答を得た．水の備蓄を行っている割合について被害

想定の認知度によって分けた 3 つの群ごとの結果が図 13
である．「想定の内容まで知っている」群（χ2(6)= 22.540，
p<.001），「想定が出ていることは知っているが，内容

はよくわからない」群（χ2(6)= 25.347，p<.01），「知ら

ない」群（χ2(6)= 59.838，p<.001）の中で，有意差がみら

れた．そこでさらに z 検定を用いた繰り返し検定を行い，

Bonferroni調整を行った．その結果，「想定の内容まで知

っている」群において，「2～3 日くらいで復旧すると思

う」と「1 か月以上復旧できないと思う」の間で，「想

定が出ていることは知っているが，内容はよくわからな

い」群では，「2 週間くらいで復旧すると思う」「1 か月

以上復旧できないと思う」と「わからない」の間で，

「知らない」群において，「2～3 日くらいで復旧すると

思う」「1 週間くらいで復旧すると思う」「2 週間くらい

で復旧すると思う」「1 か月以上復旧できないと思う」

と「わからない」の間でそれぞれ有意な差がみられた．

こちらは長期間断水すると考えている人が「わからない」

と回答した人よりも有意に対策を行っている傾向がみら

れるものの，全体として，整合性はあまりみられない．

先ほどの停電への備えと同様に，必ずしも，長い期間断

水すると考えているから，水の備蓄を行っている割合が

多い，というわけではない． 
最後にガスの遮断への備えである．ここでは便宜上，

ガスに関する被害想定とカセットコンロの準備状況の関

係を分析する．カセットコンロの準備状況はこれまでと

異なり，31.4%しか備えとして行っていない．カセット

コンロの準備を行っている割合について被害想定の認知

度によって分けた 3 つの群ごとの結果が図 14 である．

「想定が出ていることは知っているが，内容はよくわか

らない」群（χ2(6)= 14.856，p<.05），「知らない」群

（χ2(6)= 12.780，p<.05）の中で，有意差がみられた．た

だし，z 検定を用いた繰り返し検定を行い，Bonferroni 調
整を行った結果，有意な差はいずれにもみられなかった． 
ガスの遮断とカセットコンロという準備とが結びついて

いないとも考えられる． 
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る被害想定は一体不可分と考えられる．若干，電気より

も水道，水道よりもガスの方が遅れて復旧すると考えて

いる人が多いがそこまで顕著な差としてみられるわけで

はない． 
なお，内閣府の報告書28)に基づけば，被害の期間は下

記の通りと想定されている． 
電力は，停電がなかなか解消されず，1週間がたって23

区の約5割が停電したまま，そして1か月たつと，1都3県
のうち，約9割まで回復（ただし，関東以外の電力事業者

からの融通があった場合）する，とされる． 
（上）水道は停電エリアで浄水場が運転を停止，非常

用発電機の燃料を確保した浄水場から徐々に解消されて

いくが，3日後でも23区の約4割が断水したまま，1週間後

には23区の約3割が断水したままで，1か月たって，1都3
県のうち約9割の断水が解消される，とされる．また，給

水を電力に依存しているようなマンションの場合，停電

が解消されなければ水道が使えない可能性もある． 
都市ガスは順次，事業者の復旧作業により供給が回復

し，1週間後には東京で約2割の供給が停止したままであ

るが，約6週間で大部分の供給が再開される，とされる．

つまり，電気・水道・ガスというライフラインはいずれ

も，場合によっては1か月以上復旧できない可能性がある． 
つまり，これらに基づけば，「1か月以上復旧できない

と思う」との回答が期待されるが，「想定の内容まで知

っている」群であってもその割合は3割に満たず，そこで

は独自の被害想定，しろうと理論を持っていることがわ

かる．地震の揺れによる被害はある意味で過大評価して

いたのに対し，ライフラインの被害は過小評価している

ともいえよう． 
d) 被害想定と地震への備えの関係 
では，こうした住民の考える被害想定は地震への備え

行動に結びついているのであろうか．住民のしろうと理

論の帰結としての備え行動との関係について分析を行う． 
まず，揺れへの備えである．これも先に述べた通り，

「この行動をとれば大丈夫」という絶対的なものが存在

しない．そこで，便宜上，自宅の揺れによる被害と家具

の転倒防止の関係性を分析する．家具の転倒防止は図 4
にあるように，半数以上の人が備えとして行っている，

との回答を得た．家具の転倒防止対策を行っている割合

について被害想定の認知度によって分けた 3 つの群ごと

の結果が図 11 である．「想定の内容まで知っている」群，

「想定が出ていることは知っているが，内容はよくわか

らない」群の中で，χ2 検定の結果，備えの有無について

有意差はみられなかった．被害想定に関わらず，家具の

転倒防止対策が行われている．なお，「知らない」群で

は，z 検定を用いた繰り返し検定を行い，Bonferroni 調整

を行った結果，「自宅の一部が壊れると思う」「自宅は

壊れないが，家財道具などが倒れると思う」「立てかけ

ているものが倒れる程度の被害があると思う」と「わか

らない」の間には有意な差がみられた．だが，全体を通

して，整合性がみられるわけではない． 
次に，停電への備えである．ここでは便宜上，電気に

関する被害想定と懐中電灯の準備状況の関係を分析する．

この懐中電灯の準備は図 4 にあるように，半数以上の人

が備えとして行っている，との回答を得た．懐中電灯の

準備を行っている割合について被害想定の認知度によっ

て分けた 3 つの群ごとの結果が図 12 である．「想定の内

容まで知っている」群（χ2(6)= 23.956，p<.001），「想定

が出ていることは知っているが，内容はよくわからない」

群（χ2(6)= 18.691，p<.01），「知らない」群（χ2(6)= 

57.361，p<.001）の中で，有意差がみられた．そこでさ

らに，z 検定を用いた繰り返し検定を行い，Bonferroni 調
整を行った．その結果，「想定の内容まで知っている」

群において，「1 か月以上復旧できないと思う」と「被

害はないと思う」「当日中には復旧すると思う」「わか

らない」の間で有意な差が，「想定が出ていることは知

っているが，内容はよくわからない」群では，「当日中

には復旧すると思う」と「1 か月以上復旧できないと思

う」の間で，「知らない」群において，「2～3 日くらい

で復旧すると思う」「1 週間くらいで復旧すると思う」

「2 週間くらいで復旧すると思う」と「わからない」の

間でそれぞれ有意な差がみられた．若干，停電の期間が

長いと想定する人の方が有意に対策を行っている傾向が

みられる．だが，全体を通して，極端な差がみられるわ

けではなく，整合性はあまりみられない．必ずしも，長

い期間停電すると考えているから，懐中電灯の準備を行

っている割合が多い，というわけではない． 
さらに，断水への備えである．ここでは便宜上，水道

に関する被害想定と水の備蓄状況の関係を分析する．こ

の水の備蓄は図 4 にあるように，ここでの選択肢として

は最も多くの人（56.6%）が備えとして行っている，と

の回答を得た．水の備蓄を行っている割合について被害

想定の認知度によって分けた 3 つの群ごとの結果が図 13
である．「想定の内容まで知っている」群（χ2(6)= 22.540，
p<.001），「想定が出ていることは知っているが，内容

はよくわからない」群（χ2(6)= 25.347，p<.01），「知ら

ない」群（χ2(6)= 59.838，p<.001）の中で，有意差がみら

れた．そこでさらに z 検定を用いた繰り返し検定を行い，

Bonferroni調整を行った．その結果，「想定の内容まで知

っている」群において，「2～3 日くらいで復旧すると思

う」と「1 か月以上復旧できないと思う」の間で，「想

定が出ていることは知っているが，内容はよくわからな

い」群では，「2 週間くらいで復旧すると思う」「1 か月

以上復旧できないと思う」と「わからない」の間で，

「知らない」群において，「2～3 日くらいで復旧すると

思う」「1 週間くらいで復旧すると思う」「2 週間くらい

で復旧すると思う」「1 か月以上復旧できないと思う」

と「わからない」の間でそれぞれ有意な差がみられた．

こちらは長期間断水すると考えている人が「わからない」

と回答した人よりも有意に対策を行っている傾向がみら

れるものの，全体として，整合性はあまりみられない．

先ほどの停電への備えと同様に，必ずしも，長い期間断

水すると考えているから，水の備蓄を行っている割合が

多い，というわけではない． 
最後にガスの遮断への備えである．ここでは便宜上，

ガスに関する被害想定とカセットコンロの準備状況の関

係を分析する．カセットコンロの準備状況はこれまでと

異なり，31.4%しか備えとして行っていない．カセット

コンロの準備を行っている割合について被害想定の認知

度によって分けた 3 つの群ごとの結果が図 14 である．

「想定が出ていることは知っているが，内容はよくわか

らない」群（χ2(6)= 14.856，p<.05），「知らない」群

（χ2(6)= 12.780，p<.05）の中で，有意差がみられた．た

だし，z 検定を用いた繰り返し検定を行い，Bonferroni 調
整を行った結果，有意な差はいずれにもみられなかった． 
ガスの遮断とカセットコンロという準備とが結びついて

いないとも考えられる． 
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図11 自宅の被害想定と家具の転倒防止対策実施の割合 

 

 
図12 停電の被害想定と懐中電灯を準備している人の割合 

 

６．おわりに 
 
 本研究では，首都圏の地震被害に関する被害想定をめ

ぐるコミュニケーションに焦点をあて，分析を行った．

得られた結果をまとめる． 

 まず，都民による被害想定の受け止めの現状が明らか

となった．内閣府や東京都などの行政が発表する，地震

の被害想定について，存在することは約半数の人が認知

していたが，その内容まで知っている人は極僅かであっ 

 
図 13 水道の被害想定と水を備蓄している人の割合 

 

 
図14 ガスの被害想定とカセットコンロを準備している

人の割合 

 

た．そして，内容を知っており，被害想定という情報の

積極的な活用を期待する人が多い一方で，その情報に対

して「何のために作っているかわからない」や「大袈裟

すぎると思う」など，疑問を抱いている人が少なからず

存在していた．  

 次に，住民の認知構造の一端が明らかとなった．被害

想定の「内容まで知っている」ような人ほど，内閣府の

報告書28)と比べると，地震の揺れによる被害は過大評価

していたのに対し，電気，水道，ガスといったライフラ
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インの被害は過小評価していることが明らかになった．

かつ，ライフラインに関する住民の被害想定は人によっ

て多様であり，電気水道ガスの被害について，区別がな

い．そうした背景には，地震の揺れやその後の被害の様

子などはテレビなどのメディアを介して多く目にするが，

ライフラインに関しては，実際に被災しなければ分から

ないし，災害ごとに異なることが考えられる．また，被

害想定に対して疑問を抱いているからこそ，想定はあく

まで想定と考えて，自らの被害想定を堅持しているとも

考えられる．単に行政が被害想定を公表するだけでは，

その態度に影響を及ぼさないのではないか． 

 最後に，住民の考える被害想定は，必ずしも地震の備

えに結びついていないことが明らかとなった．つまり，

住民はライフラインの被害が長期化すると想定するから

備えを行うわけではない．この両者の関係性は曖昧で，

整合性がとれないためにしろうと理論であり，これらの

結果から，情報で備え行動を促進することの難しさの一

端が明らかとなった．ただし，若干，ライフラインの被

害が長期化する（特に1か月以上）と想定している人の方

が，備えを行っている割合が有意に高かったことから，

被害が長期化する可能性があることを伝えることの重要

性が示唆されたと考えられる． 
こうした，首都圏での地震に関する，都民のしろうと

理論の構造を明らかにしたことは本研究の意義といえる． 

 以上の結果をふまえると，古くから公表されている首

都直下地震の被害想定の内容を知っている人は非常に少

なく，知っていたとしてもその内容通りに被害が起こる

と思っている人ばかりではない．かつ，その住民の考え

る被害想定に沿った地震への備えは行われていない．行

政がライフラインは3日程度で被害が復旧する想定である，

と公表してもそう思わない住民も多く存在し，また，住

民は3日でライフラインの被害が復旧すると「思って」も，

3日分の水やガスコンロを準備しよう，とはなっていない

のである．このように，行政が公表する被害想定が活用

されていない状況では，住民に対して現状の被害想定の

情報を積極的に啓発することが，地震への備えの促進に

有効とは考えにくい．内閣府の報告書28)では，ライフラ

イン被害の復旧状況の時間経過が示されたが，そうした

想定が直接，住民の備えには結び付きにくいと考えられ

る．  

首都直下地震が発生した場合には，物流や避難におい

て混乱が生じると考えられる．そして，その人口の多さ

故，住民に十分な支援が行き届かない可能性もあり，個

人で備えることが何よりも重要であることは間違いない．

そのため，どのような情報で備えの啓発を行うのか，改

めて考える必要があるだろう．被害想定という情報は，

単に行政が公表するだけではなく，どのような内容であ

れば住民に影響を及ぼすのか，認知レベルまたは行動レ

ベルのどこに影響を及ぼすことが可能か，十分に検討す

る必要がある．そこでは，住民はそれぞれで多様なしろ

うと理論を持っていることをふまえる必要があるだろう．

被害が長期化する可能性があることを伝えることも重要

である．また，特に被害想定が出ていることを「知らな

い」群においては，地震防災にあまり積極ではなく，さ

らに，地震によってどのような被害が生じるのか「わか

らない」と答える人も多かった．こうした層に対するア

プローチも今後の課題である． 
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インの被害は過小評価していることが明らかになった．

かつ，ライフラインに関する住民の被害想定は人によっ

て多様であり，電気水道ガスの被害について，区別がな

い．そうした背景には，地震の揺れやその後の被害の様

子などはテレビなどのメディアを介して多く目にするが，

ライフラインに関しては，実際に被災しなければ分から

ないし，災害ごとに異なることが考えられる．また，被

害想定に対して疑問を抱いているからこそ，想定はあく

まで想定と考えて，自らの被害想定を堅持しているとも

考えられる．単に行政が被害想定を公表するだけでは，

その態度に影響を及ぼさないのではないか． 

 最後に，住民の考える被害想定は，必ずしも地震の備

えに結びついていないことが明らかとなった．つまり，

住民はライフラインの被害が長期化すると想定するから

備えを行うわけではない．この両者の関係性は曖昧で，

整合性がとれないためにしろうと理論であり，これらの

結果から，情報で備え行動を促進することの難しさの一

端が明らかとなった．ただし，若干，ライフラインの被

害が長期化する（特に1か月以上）と想定している人の方

が，備えを行っている割合が有意に高かったことから，

被害が長期化する可能性があることを伝えることの重要

性が示唆されたと考えられる． 
こうした，首都圏での地震に関する，都民のしろうと

理論の構造を明らかにしたことは本研究の意義といえる． 

 以上の結果をふまえると，古くから公表されている首

都直下地震の被害想定の内容を知っている人は非常に少

なく，知っていたとしてもその内容通りに被害が起こる

と思っている人ばかりではない．かつ，その住民の考え

る被害想定に沿った地震への備えは行われていない．行

政がライフラインは3日程度で被害が復旧する想定である，

と公表してもそう思わない住民も多く存在し，また，住

民は3日でライフラインの被害が復旧すると「思って」も，

3日分の水やガスコンロを準備しよう，とはなっていない

のである．このように，行政が公表する被害想定が活用

されていない状況では，住民に対して現状の被害想定の

情報を積極的に啓発することが，地震への備えの促進に

有効とは考えにくい．内閣府の報告書28)では，ライフラ

イン被害の復旧状況の時間経過が示されたが，そうした

想定が直接，住民の備えには結び付きにくいと考えられ

る．  

首都直下地震が発生した場合には，物流や避難におい

て混乱が生じると考えられる．そして，その人口の多さ

故，住民に十分な支援が行き届かない可能性もあり，個

人で備えることが何よりも重要であることは間違いない．

そのため，どのような情報で備えの啓発を行うのか，改

めて考える必要があるだろう．被害想定という情報は，

単に行政が公表するだけではなく，どのような内容であ

れば住民に影響を及ぼすのか，認知レベルまたは行動レ

ベルのどこに影響を及ぼすことが可能か，十分に検討す

る必要がある．そこでは，住民はそれぞれで多様なしろ

うと理論を持っていることをふまえる必要があるだろう．

被害が長期化する可能性があることを伝えることも重要

である．また，特に被害想定が出ていることを「知らな

い」群においては，地震防災にあまり積極ではなく，さ

らに，地震によってどのような被害が生じるのか「わか

らない」と答える人も多かった．こうした層に対するア

プローチも今後の課題である． 
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   This study aims to explore the elements necessary to solve the problem of shelter quality in disaster-affected areas in 
Japan. The researchers identified twelve positive deviant good practice evacuation shelter management cases from four 
significant disasters over the past ten years. Interviews with twelve leaders were transcribed. Three disaster researchers 
from sociology, public health, and architectural backgrounds as well as two crisis management practitioners 
independently extracted key terms from the same transcript. Through the Affinity Diagram method, eight mutually 
exclusive super-conceptual clusters emerged. Five out of eight super-clusters corresponded with areas that were 
prescribed by the National government-issued Evacuation Shelter Management Guideline. Three unique super-clusters 
also appeared to be characteristic of the competent shelter operation. 
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１．はじめに 
 
阪神・淡路大震災は，近代化した日本において災害が

もたらす様々な影響を改めて考えさせられることとなっ

た災害であった．その中の一つが，多くの劣悪な環境下

における長期にわたる避難生活の発生と，それによって

被災者が被る間接的な危険であった．圧死や焼死といっ

た直接死以外に，精神的ショックと過酷な避難生活によ

って命を奪われてしまうことを「間接死」と呼ぶ．阪

神・淡路大震災では，外傷は無かったにも関わらず過酷

な避難所生活で衰弱死，死に至った高齢者が数多く存在

した．彼らの死は，「地震後のストレス・生活環境の悪

化が原因・誘因」と，「がん末期など終末期を除く、死

亡につながる疾患群」という 2 点から，「震災後関連疾

患(震災関連死)」と名付けられた 1)．現在，災害関連死は

「当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身

体的負担による疾病により死亡し，災害弔慰金の支給等

に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号）に基づき災害が

原因で死亡したものと認められたもの」と定義されてい

る．阪神・淡路大震災以降も，様々な被災地で災害関連

死が確認されている．阪神・淡路大震災では直接死 5,483
名に対して災害関連死 919 名，新潟県沖地震では直接死

15名に対して災害関連死 68名，東日本大震災では直接死

15,899名に対して災害関連死 1,632名，熊本地震では直接

死 55 名に対して災害関連死 215 名と発表されている． 
 避難所は常に問題が生じ，マスコミに注目され，行政

職員が対応に翻弄される，災害対応業務の中の主要業務

の一つである．そのため，様々な研究が積み重ねられて

おり，それらの成果を受けて国は多くの指針 2,3)や通知を

出してきた． 
阪神・淡路大震災前までは，避難所の役割は市民の命

を守る１次機能だけで良かったが，以降は生活復旧のた

めの拠点としての 2次機能も求められるようになった 4)．

その最たる特徴は，避難所開設期間の長期化であり，長

く被災者が仮の生活を営むための空間をどう取り扱う 5)

のか，その組織化 6)やリーダー7)の存在についても研究が
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進められた．その後の被災地でも避難所の研究は進めら

れ，必要な資源やインフラ 8,9)，プライバシー確保 10)等，

機能面での研究も進められた．特に多いのが，どうすれ

ばよりスムーズな避難所運営が可能になるのか，その運

営手法に関する研究であった 11-14)．これらの研究から得

られた経験と課題をもとに，多くの自治体で避難所運営

マニュアルづくりが進められ 15,16)，マニュアルに基づく

訓練方法等 17)も研究され続けている．  
 前述の通り，阪神・淡路大震災以降の大規模かつ長期

的な避難所運営の経験から，避難所運営組織のあり方と

その運営方法について研究が進められる中で，国は避難

者自身の主体的な関与を求めるようになった．その事前

準備として，避難所運営マニュアルの作成が推進されて

いるのである．しかし，前述の主要災害における災害関

連死の件数を見れば明らかなように，避難所運営マニュ

アル作成の推進によって，事態が劇的に改善されている

とは言い難いのが現状である．現在日本は，継続的に少

子高齢化が進み続けており，結果として高齢者や障がい

者，困窮者といった災害時要配慮者の割合が増加してお

り，新たな課題となっている．このように被災者の状況

が多様化したことで，指定避難所での一律な支援でカバ

ーできる被災者は少なくなり，在宅避難や車中泊，テン

ト泊等，多様な避難者に対して支援を展開する必要性も

出てきている．また，首都直下地震や南海トラフ地震等，

多くの被災者，多くの被災地が見込まれる巨大災害が想

定されている現状，想定以上の避難所が開設され，より

一層公助による支援が見込めないことも想像できる．さ

らに，昨今世界中に影響を与えた新型コロナウイルス感

染症は，避難所運営に多大な影響を与えた．避難所に収

容できる人数は大幅に減らされ，飛沫感染を防ぐために

常以上についたてや換気のための準備が求められ，ゾー

ニングや衛生用品の備蓄，消毒等の徹底等，避難所の有

り様そのものが大きく変化した． 
そこで本研究では，避難所避難者を基軸とする被災地

全体での避難者支援の向上を考えるために，被災地にお

いて被災し避難生活を余儀なくされた方々に，どのよう

な生活に必要な機能やサービス，人的・物的資源等が提

供できれば，安全・安心で健康に留意した人間的な避難

生活が送れるようになるのかを，様々な避難所運営の事

例から見つけ出し，日本全体の避難生活の質の向上のた

めの課題解決方法を検討する．そのために，避難者支援

の場として好事例にあげられる避難所運営事例について，

調査研究を行った．本研究で得た主たる記述データは避

難所運営に関する記述だが，在宅避難者や車中泊，テン

表 1 推薦および調査対象の避難所，調査対象，調査日一覧 
ID 人口 自治体 災害種 避難所 施設 推薦理由 推薦者 調査対象 性別 調査日時 調査者

1 293,361 A市
地震

（津波）
B

寺院から
旅館へ
移動

発災から3日ほど経ってから職員が行ったが、住民だけで炊き出しをしたりできていた。そのあ
とも物資だけ持ってきてくれたらいいと言われ、運営には最後まで職員が関わらなかった

行政 住民 男性 2020年3月28日 A，B，C，D，E

2 9,372 C町 水害 D 防災セン
ター

・非常にきめ細かな対応が行われていた
・避難者と運営者のコミュニケーションがはかられていた
・避難者がお客さんにならないように一人一人ができることをすることをうまく促すことができて
いた
・行政と住民の役割分担がうまくできていた
行政が担う：本庁舎→支所
住民が担う：支所→各集落・個人宅

学識 行政職員 女性 2020年1月14日 A，B

3 140,000 E市 地震
（津波）

F テント設
営

・奥様だけで会議をしましょう、という時間があった。最初は反発があったが、経過の中でうまく
いきはじめ、結果は行政が関わらず、運営をし、集団での高台移転もスムーズに決まった

行政 行政職員 男性 2020年3月28日 A，B，C，D，E

4 47,158 G市 地震 H 小学校
・早期より授乳室確保。女性警察官特別機動隊による巡回などで、女性が安心できる避難所
であった。

学識 行政職員
男性・
女性

2020年2月6日 A，B，C，D，E

5 16,000 I市 地震 J 文化セン
ター

・車中泊の方もトイレをつかうだろうと、トイレ前にエコノミークラス症候群防止張り紙をしたり、早
くからおかゆも配備。健康管理を第一にしていた

学識 行政職員 男性 2020年2月6日 A，B，C，D，E

避難者が移動したくないという意思を示したときにも待ってくれた。 行政

運営中に改善が頻繁で、その後も経験を生かしてマニュアルを大改訂した NPO

7 57,000 M市 水害 N
・防災の知識がない女性がリーダーだったが、寝る場所と食べる場所を最初から分けるなど、
防災の知識ではなく、生活者の知恵を発揮してまとまっていた。
・初日からみんなで掃除、みんなで会議

行政

空間レイアウトが工夫されている（障害者に対する合理的配慮を念頭に空間設定をしている。）
ボランティアの拠点を合わせ持つことで支援が容易（問題もあったようですが・・・）

学識

想定外の、福祉避難所対象外の避難者が多く来たが、多さを利用して運営を補強していた NPO

・住民自身で考えた配置や物資の活用方法
（例えば、寝食分離のために体育館内で食堂や談話場所的なものを作って区分けしたり、分
厚い布カーテンの間仕切りが導入されたのですが、ずっと全員が閉め切っていると非常に暗く
圧迫感もあるため、昼間はカーテンを開けるということを取り決めたり、日課を決めて体操をし
たりなどの取り組みを実施していた）

学識

地域の婦人会が、炊き出しを担当し、ＤＭＡＴが衛生環境を整えた。という意味で他と同じなの
ですが、熊本地震の避難所の中で一番レイアウトが整うのが早く、そのことで役割分担もスムー
ズに決まっていきました

NPO

避難住民によって自主運営されている。リーダーが女性。住民の自主運営。外部からの職員
を上手につかっていた

NPO

10 32,920 Q町 地震 S
特別養
護老人
ホーム

・ボランティアの拠点を合わせ持つことで支援が容易
（福祉避難所協定あったが、住民が殺到。上手いこと住民を誘導して住民主体の避難所運営
をさせた。）

学識 施設職員 女性 2020年1月8日 A，B，C

11 32,920 Q町 地震 U ホテル
避難所間の連絡会議を設けた→避難所間の公平性が保てた。中高生が積極的に運営に参
加→よい行動が大人へ波及

行政 施設職員 男性 2020年1月8日 A，B，C

12 3,860 T町 地震 V
カル
チャーセ
ンター

・運営を早々に委託に出したため、住民が職員に文句をいう場面がなかった。業務継続面でも
よかった。

行政 行政職員 男性 2020年1月7日 A，B，C

13 1,009,000 W市
地震

（津波）
X 地域の集

会所

発災直後の避難所は、町内会や学校職員、行政職員の顔も知らない何も分かってない同士
で怒鳴りあいだったが、避難所の環境改善を求めるクレーマーを町内会が対応して、その時か
ら名簿に状況を書くなど工夫を重ねて、要配慮者配慮もすすんだ。女性リーダーだった。

NPO 住民 女性 2020年3月27日 A，B，C，D，E

14 19,060 Y市
地震

（津波）
Z 小学校

・消防団の男性を中心に、体育館で住民全体で運営。平等観を大事に、物資の分け方やプラ
イバシーの確保を工夫していた。現在は避難所運営アドバイザーとして当時のことを語ってく
れる。

NPO 住民 男性 2020年3月28日 A，B，C，D，E

32,920 Q町 地震 R 小学校 A，B，C

A，B，C

6 37,600 K市 水害 L

8 386,160 O市 地震 P 大学

9 2020年1月7日

2020年1月30日施設職員 男性

住民 女性
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ト泊避難者に対しての支援も避難所運営の一環として実

施していた避難所もあったことから，避難所を基軸に避

難者支援を調査研究することは十分に意味があると考え

ているからである．また，避難所での生活という，生活

のための場ではない施設での集団生活において，平時の

自宅での生活と違った環境で，安全・安心を確保し，健

康的かつ人間的な生活が送れる状況を創り上げるための

要素を明らかにすることで，被災地全体の避難者が置か

れた環境をどのように改善すべきなのか，そのめざすべ

き状態を理解することにつながる． 
 
 
２．研究方法 
 
(1) 対象 
 被災地への支援経験のある行政職員 6 名，NPO 職員 6
名，学識経験者 6 名の計 18 名から，調査対象とするため

の避難所運営の好事例について照会をかけた．各回答者

からの推薦理由の一覧が表 1 である．その内，重複を除

くと 14 か所の避難所が事例として推薦された．この 14
か所の避難所の運営に主体的に関わった方々を探し，そ

の方々に対して調査を依頼し，許可を頂いた 12 か所を本

研究での調査対象とした（表 1 の網掛けは調査対象外）． 
 推薦によって好事例を探索したのは，避難者支援の良

し悪しを評価できる安定した基準がまだ無いためである．

高野ほか(2013)18)のモデルは，避難者の生活環境のハー

ド面での評価であるし，災害関連死の件数は指標として

は取り扱いが難しい．そもそも届け出がなければ検討も

されないことや，前述の包括的な定義をもとに各自治体

に認定の裁量を委ねているためである． 
 
(2) 調査方法 
 避難所運営に主体的に関わった住民，行政職員，施設

職員を対象に，インタビュー調査を行った．調査は 2020
年1月から3月にかけて行った．各避難所の調査日時と，

調査対象者，避難所となった施設および災害の種類をま

とめたものが表 1 である．好事例として推薦された避難

所ではあるが，完璧な避難所運営だったという意味では

なく，推薦者から見て調査に値すると推薦された避難所

であると言える．そのためインタビューでは，避難所運

営における課題や難しかった点等も出てきている． 
 インタビューは非構造化面接とした．基本的に調査対

象者の話しやすいように話して頂いたが，思い出しても

らいやすくするために，「どのようにして避難所に行か

れたか」というような発話から始めることで，発災前後

から話を始めていただいた．一部，すでに記録誌等にま

とめている場合は，その記述について話題にして，避難

所運営経験全体の印象や評価から語り始める人もいた．

また，当時の資料など，思い出してもらいやすくするた

めに必要なものがあれば，それらを見たり調べたりして

もらう時間もとった．聞いていく中で，調査者が疑問に

思った点や詳しく聞きたいと思った点については，より

深掘りするような形をとった．非構造化インタビューで

はあったが，少なくとも次の 3 点，１）避難所の運営体

制，２）起きた課題とその対応や工夫，３）どのような

避難所にしようとしたかについては，もし自由な語りの

中に出なかった場合には質問した． 
各インタビューはおよそ 1 時間半から 2 時間程度行っ

た．対象者は基本各避難所1か所につき1名であったが，

同時に複数名の方に話を伺った事例もあった． 

 
(3) 分析視角 
 厚生労働省の大規模災害救助研究会報告書による「避

難所の機能」19)と，内閣府発行 の「避難所運営ガイド

ライン」3)において参考にすべき国際基準として示され

ている「スフィア・スタンダード」20)に基き，本研究で

の分析視点として表 2 の 5 つの視点を整理した． 
 

表 2 分析視角の整理 

「避難所の機能」

(大規模災害救助研究会,2001)

Ⅰ　安全 安全の確保 食料安全保障及び栄養

医療、衛生、健康の確保 保健医療

水・食料・生活物資の提供 給水、衛生および衛生促進

コミュニティの維持、形成

情報の提供

人道憲章、権利保護の原則

行動規範

避難所および避難先の

居住地

Ⅳ　人権

Ⅴ　空間配置

生活場所の提供
(プライバシーへの配慮等生活環

境の改善含む)

本研究の5つの視点

参考

スフィア・ハンドブック(Sphere
Association,2018)

Ⅱ　公衆衛生

Ⅲ　コミュニティとの親和性 人道支援の必須基準

 
 
(4) 分析方法 
 本研究では，望ましい避難所の構成要素を探るため，

インタビューデータを文字起こしし，5 名の調査者全員

でそのデータを全て読み込んだ．その上で研究者 5 名が，

それぞれ「公衆衛生」，「安全」，「人権」，「コミュ

ニティとの親和性」，「空間」の 5 つの視点から文節や

文章を切り出して，カード化を行った．これは，5 名の

調査者の専門や具体的な興味関心に合わせて分担した．

この 5つの視点で文節を切り出したところ，計 1,222枚の

カードが作成された．各視点で抽出されたカードの分類

は，表 2 の通りである．この文節抽出の過程は，各研究

者が個人作業で行っており，同じ文節や文章を，2 つの

視点から抽出している場合もある．その場合，カード内

容は同じであるが，違う視点からの抽出として重複して

カウントしている． 
 5 つの視点で抽出したカードを，避難所ごとに KJ 法で

整理を行い，その後すべてのカード束を集めてグランド

KJ 法による整理を行った．避難所ごとの分析では，カー

ドを束ねたカード束タイトル（小）とそれらをさらに束

ねたカード束タイトル（中）を作成して整理した．グラ

ンド KJ法では，カード束タイトル（小）を最小単位のカ

ードとして分析を行い，それらを束ねた小項目，小項目

を束ねた中項目，中項目を束ねた大項目を作成した．KJ
法およびグランド KJ法による分析およびその結果の整理

と解釈には，計 7 日間かかった．複数日にまたがってい

るため，分析に参加した研究メンバーに多少の入れ替わ

りはあったが，3 名以上は KJ 法分析の手続きに携わる体

制で行った．具体的には調査者 A, B, D の 3 名はすべての

KJ 法分析に参加しており，半分以上の KJ 法分析には調

査者 C も参加した．なるべく多くの調査者が参加し，分

析手続きに関わることで，客観性を担保した．前述の重

複のあるカードについては，KJ 法分析の際に再度前後の

文脈を踏まえて議論し，どう整理すべきか協議した． 
 KJ 法を用いた上記のような分析方法を用いたのは，イ

ンタビューによって得た膨大な記述について，かかわっ

た調査者 5 名全員で具体的な分析手続きに進む前に，ま

ずデータに対してともに理解を深めるための手続きとし

て，全員で読み込み，インタビューから見えてくる全体

的な避難所運営のイメージの共有や，避難生活の質の向

上に必要となる構成要素を，共通理解のもと整理するこ
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とが必要であると考えたためである．この共通理解とは，

すべての調査者のデータに対する解釈を一致させること

ではなく，お互いのアイデアや解釈をぶつけることで，

より良い発想を導き出すためのデータに対する共通理解

のことである．そのためには各々の視点でのカードの作

成と，KJ 法による分析を行うことで，具体的で膨大な記

述を縮約し全体像を共有化することが可能になり，今後

様々な方法でデータを分析する際に，議論が深まりやす

いと考えたからである． 
 

表 1 避難所ごとの抽出カードの度数分布 
公衆衛生 安全 人権 コミュニティ 空間 合計

X 12 14 16 25 1 68
Z 35 5 15 31 23 109
F 13 0 13 52 9 87
B 9 11 4 38 10 72
R 32 16 22 8 29 107
V 50 7 8 7 36 108
S 26 6 17 10 19 78
U 31 15 10 17 20 93
P 69 11 19 0 36 135
D 73 2 9 6 54 144
H 43 7 7 6 28 91
J 73 4 24 5 24 130
合計 1,222 

 

 

３．避難所ごとの分析結果 
 
 本章では，避難所ごとの KJ法による分析結果を示す．

すべてのカードの記述を含めた分析結果を示すことは紙

面の都合上難しいため，分析によって整理されたカード

束のタイトルのみを示し，説明を文章で記載する．黒枠

で囲われたものがカード束タイトル（小）であり，その

下にあるカードの枚数を枠内右に示している．黒枠のカ

ード束タイトル（小）をまとめている青枠の上に示され

た青字はカード束タイトル（中）である． 
 
(1) X 避難所 
 X 避難所は，冬季に起きた地震と津波による被災地の

避難所で，小学校を利用した指定避難所であった．推薦

時のコメントによると，何もわからない状態から避難所

運営が始まったが，避難所運営委員会という組織が自然

発生的に立ち上がり，もともとの地域組織のコミュニケ

ーションを土台とした運営組織が機能することで，避難

所運営の形が形成された避難所であった．発災直後は，

行政職員の殉職が出る，役場に住民が押し寄せてその対

処に追われるなど，もともと想定していた行政と住民の

連携による避難所開設はできなかった．徐々に環境改善

が進んだものの，衛生面では物資不足もあり，生活環境

は良好とは言えない状態であった．担当の行政職員の徹

夜が続いたことや，土地柄もあり女性が発言する場が無

い等，人権的な課題もあった．これらの課題を受けて，

女性が避難所運営をリードすることの重要性に気づき，

現在では行政の後押しによる女性防災リーダーの育成が

進められている． 
 

 
図 1 X 避難所 

 
(2) Z 避難所 
 Z 避難所は X 避難所と同じ災害によって被害を受けた

別の自治体の避難所で，小学校を利用した避難所であっ

た．自治会長や地元の議員も避難していたが，リーダー

として立つ気配がなかったことから，調査対象者が副会

長となりリーダーとして動いた．地域の他の避難所の殆

どが被災したため避難所が足りず，指定避難所ではなか

った場所に開設された．調査対象者が，避難所運営リー

ダーとしての役割で役に立ったと語ったのは，大人数で

のキャンプを運営した経験や，平時の祭でのコミュニケ

ーションから地域の人たちの人となりを把握していたこ

と，そういった情報を活かして元看護師の市議会議員や

消防団，管理栄養士等といった避難所運営の協力者を見

つけて，素早く役割を割り振る能力であった．また，避

難者が平等感を感じられるようにするために，物資配布

方法を椅子取りゲームのようにする等，より良い環境づ

くりのための創意工夫が随所に見られた． 
 

 
図 2 Z 避難所 

 
(3) F 避難所 
 F 避難所は Z や X と同じ災害によって被害を受けた別

の自治体の避難所で，小学校を利用した指定避難所であ

った．Z や X の避難所の地域よりも更に平時のコミュニ

ティの連帯が強いという特徴があった．市町村合併前ま

では存在していた納税組合という，公金を組合長に直接

預けて納税するという，住民間の信頼関係がないと成立

しない仕組みがあるほどの強いコミュニティであった．

そのため，インタビュー内でもコミュニティとの親和性

過去の経験から自
主防災会が誕生

避難所は地域と学
校で運営するべし

水害バージョンも考
える

地域の実情に応じて
考える（ハザード）

津波避難施設の整
備

行政職員の初動対
応が危険

住民が役所に入って
しまった

衛生を保つような水
が足りない

食事への配慮

衛生を保つような物
資が足りない

避難スペースの不足

下水環境がキモ

行政への不満が噴
出する

女性は発言権がな
かった

プライバシーの確保

行政職員の取り扱
い、労務管理問題

結束力に差があった

避難所の組織体制

平時から定期的に
会議をしている

地域で祭りをやって
いる

普段から役員でコ
ミュニケーションを
とっている

行政・学校は担当者
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に関する文節が多く，普段からの区長や自治会長への信

頼が厚く，この信頼が避難所運営組織への信頼につなが

っていた．一方で同じ自治体内の違う避難所では，声の

大きい人がリーダーになったが，すぐにリーダーを辞め

てしまい，避難所運営がままならなかった．定期的な祭

や川の清掃で住民同士も顔見知りであったことから，避

難者同士は協力的だったが，時間が経ち避難所集約が始

まると知らない人が増えてくるため，避難者のストレス

や運営への苦情が増えた． 

 
図 3 F 避難所 

(4) B 避難所 
 B 避難所はこれまでの X, Z, F, B 避難所と同じ災害によ

る避難所だが，地域の寺の本堂に開設された避難所であ

った．元々地域の避難訓練での避難先として設定されて

いた場所であった．本堂に 100 人ほどが避難し，足の踏

み場もなくトイレも一つしかなかったため，避難者数に

対してハード設備に課題のある避難所だった．その中で

も，境内に穴を掘ってトイレを増設したり，小部屋を女

性の着替えに使えるように配慮するなど，工夫がなされ

ていた．地域組織としての町内会が避難所運営の組織を

担っていた．人の出入りが激しかったり，水や灯油等の

物資調達の苦労が大きい避難所だったが，朝食時の点呼

で避難者を確認したり，協力して物資を探しに行く等，

避難者同士の協力体制も整っていた．調査対象者でもあ

る避難所運営リーダーは元自衛隊の男性だったが，女性

も率先して動き，運営に対して発言権があった．災害前

から防災訓練に力を入れており，イベントの際は地域の

女性陣が食事を振る舞う等，平時からのつながりが避難

行動や避難生活を下支えしていた． 
 

 
図 4 B 避難所 

(5) R 避難所 
 R 避難所は春に発生した地震による被災地の避難所で，

地域の小学校を利用した指定避難所として始まった．女

性リーダーによって運営された避難所で，避難所は生活

の場であるという考えから，寝食分離やコミュニケーシ

ョンスペースの設置，布製パーテーションの開放等，女

性リーダーの経験と工夫による自律的な自主運営が行わ

れた．生活の場であるという考えが避難者全体に周知さ

れ，それを維持するためのルールの徹底や人間関係づく

りも行われた．そのため，行政からの支援が遅く不十分

であったが，避難者が行政職員を怒ることは無かったと

語られている．要配慮者の避難者への支援も，避難者同

士の人間関係による助け合いで行い，この関係性を維持

したまま仮設住宅に集団移転することで，助け合いの関

係性が維持された．住民による避難所の自主運営の実行

可能性の目安として，80 人程度の顔の見える関係が作れ

るくらいが扱いやすい規模であると語っていた． 
 

 
図 5 R 避難所 

 
(6) V 避難所 

 
図 6 V 避難所 

 
 V 避難所は R 避難所と同じ災害による避難所で，発災

後にカルチャーセンターに住民が押し寄せたことから始

まり，その後長期避難のための 2 次避難所としてスポー

ツセンターに集約された経緯がある．元幼稚園の設備を

活かし，簡易ベッドや和室，子どもが動ける場所を確保

する等していたが，合理的な配慮や女性への配慮等，公

平性を保つことに苦労していた．調査対象である運営の

リーダーは行政職員で，カルチャーセンターおよびスポ

ブルーシートで寝
泊まり
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ーツセンターへの集約を担当した．その後は施設の指定

管理者が運営を担い，そこに住民も徐々に加わっていっ

た．感染症用の隔離部屋や衛生面の管理等，公衆衛生に

関する取り組みが語られており，保健師や看護師と言っ

た専門職の巡回がこれらを後押ししていた． 
 
(7) S 避難所 
 S避難所は V，R避難所と同じ災害による避難所で，福

祉施設に被災住民がやってきたことで始まった．当初は

施設が運営することになった自主避難所であったが，福

祉施設ということもあり後に福祉避難所として認定され

た（発災前から福祉避難所協定は存在した）．一般の避

難所と福祉避難所の両方を開設し，また地域の支援拠点

として支援団体の活動場所の提供も行っていた．一般避

難所については自治組織を設立し自主運営できるよう働

きかけた．給水車や送電車を施設管理者自らが動いて確

保することで，途絶えたライフラインをカバーした．一

般避難所と福祉避難所の両立によって，その境界でのジ

レンマが浮き彫りになり，人権の視点での課題や困難さ

が多くカードになっていた． 
 

 
図 7 S 避難所 

 
(8) U 避難所 

 
図 8 U 避難所 

 
U 避難所は V，R，S 避難所と同じ災害での避難所で，

宿泊施設に自主避難所として立ち上がり，後に避難所と

して取り扱われるようになった．当初は余震を警戒し

て，車中泊のみの受け入れだったが，天候悪化から屋内

への受け入れを開始した経緯がある．その際，屋内へ避

難する避難者に安全のための誓約書を交わした．地域全

体で避難してきたことから，地域の自治組織がそのまま

運営組織となり，施設管理者と共同でルール作りを行

い，区長が率先して避難者の取りまとめやトラブル対応

を行った．施設の利用可能な設備は開放して最大限活用

し，救護所も設置されたことから，公衆衛生の視点での

配慮が多く見られた．スペースの使い方は避難者自身で

取り決め，本人の希望によって屋内のどの場所を使う

か，または車中泊を続けるのかを決めていた． 
 

(9) P 避難所 
 P 避難所は V，R，S，U 避難所と同じ災害での避難所

で，大学施設に出来上がった指定外の避難所であった．

グラウンドに集まった被災者にトイレを貸すことから始

まったが，障がい者も広く受け入れたことが口コミで広

がり，福祉避難所のような状況になった．重度障害者や

車いす利用者，女性と赤ちゃん，子ども，学生等様々な

事情に配慮するよう教室やホールを活用した．卒業生で

ある看護師や介護士といった専門職の支援も受けつつ，

バリアフリーの設備や資源を活用していた．調査対象者

は大学職員で，「管理はしないが配慮はする」という考

えのもと，避難所運営を行っていた． 
 

 
図 9 P 避難所 

 
(10) D 避難所 
 D 避難所は夏季に発生した豪雨災害の被災地で，地域

の一時避難場所となっていた津波防災センターを利用し

た避難所であった．行政職員が元から常駐していたこと

から，職員が避難者の受け入れを行い，地元保健師とと

もに居住スペースの区分けを行った．居住地区や体調，

夜勤，子どもや赤ちゃん，ペット連れ等，生活習慣や世

帯状況に合わせて区分けを行った．特に工夫したことと

しては，食事の配膳や片付けを避難者自身で行う動線と

しくみを作ったことで残飯が減ったことである．さらに，

掃除やスリッパの裏側の消毒，手遊びや縫い物等，避難

所の環境を整えるために避難者自身が手や体を動かす仕

掛けを様々行っていた．この運営リーダーは，避難所運

営にかかわるのは初めてであったが，近隣市町村の知人

から取り寄せた，過去の災害で避難所運営を行った別の

地域の避難所運営マニュアルを片手に，手探りで運営を

行っていたとのことだった． 
 
 
 

福祉避難所と避難
所の境界

避難所内コミュニ
ティの取り扱い

ユニバーサルデザイン

価値観の違い

価値観の違いに対
する配慮

避難所運営の難しさ
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物資電気水
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図 10 D 避難所 

 

(11) H 避難所 
 H 避難所は秋に起きた地震災害の被災地の避難所で，

小学校に設置された指定避難所であった．行政職員によ

る運営ではあったが，地域の平時からのつながりによる

セーフティーネットや見守り体制も大いに活用された．

職員がスクリーニングすることで，必要であれば要配慮

者は福祉避難所に誘導された．警察の夜間警備や女性警

察官の巡回も行われていた．感染症対策や段ボールベッ

ドや畳を活用した睡眠環境を整えることで，健康維持に

努めていた．一方で，避難者が物資を自分で取りに来な

い等，行政依存の傾向が見られたため，地域ごとにグル

ープを作ることで，仲の良い住民同士での支えあいを促

していた． 
 

 
図 11 H 避難所 

 
(12) J 避難所 
 J 避難所は H 避難所と同じ災害で設置された避難所で

あるが，自治体のホールがある施設に設置された指定避

難所であった．避難所の向かいに役場があり，行政職員

が運営を行っていた．避難所を早く立ち上げて早く終わ

ることを目標に掲げ，畳があるところを優先的に避難所

として活用した．そのため寒さ対策やシートを敷く等と

いった手間を省き，避難者に対して体育館の床以上に良

い生活環境を提供する等，利点があった．食事に関して，

介護用のものを準備したり，離乳食もステージごとに異

なるものを準備する等，個別性への配慮を意識していた．

生活の場であるということからマスコミは一切避難所内

に入れないよう強い姿勢で対応していた．保健師のアド

バイスを元にエコノミークラス症候群の予防のため，車

中泊者も含めて避難者には食事を自ら取りに来てもらう

しかけを作る等，保健師や介護士，助産師等専門職を最

大限活用した．避難所運運営に関わる職員の健康への配

慮のため，避難所設置の最初の段階で休息を取るための

ローテーションを考えていた．調査対象者が，長く福祉

部局の管理職に就いていた経験が，大いに活かされた運

営方法であったと言える． 
 

 
図 12 J 避難所 

 
 これまで見てきた 12 か所の避難所の分析結果について，

比較しながら全体を総括する．運営リーダーは，行政職

員や住民が担っているところが多かった．リーダーの性

別は，ほぼ半数ずつであった．どういった立場，性別，

経験であっても，避難所で起きている課題に対して，現

状持ちうる様々な資源や創意工夫によって，臨機応変に

対処しているリーダー像が見えた．運営組織については，

元々の地域コミュニティの組織（自治会・町内会）をそ

のまま用いる場合と，避難所内で新たに形成する場合の

2 通りがあった．特に人口の多い自治体や避難者数の多

い避難所では，後者のパターンであった． 
 また，多くの避難所で，安全や公衆衛生といった命に

係わる部分について，専門職を大いに活用していた．こ

の専門職は，行政による支援もあれば，避難所の中で見

つけ出した地域資源の場合もあった．空間やライフライ

ン，専門職等，活用可能な資源をいかにうまく活用でき

るかが，避難所運営に求められる能力であった． 
 どの避難所でも何かしらの課題を抱えていたが，多く

の避難所リーダーを悩ませていたのが人権に関する課題

であった．具体的にはプライバシーへの配慮や住民間の

摩擦，女性や障がい者，高齢者，子どもといった個別性

への配慮，避難所運営に関わる（もしくは避難者として

生活している）行政職員の労働環境や住民からの怒りに

よるストレスといった課題である．こういった課題は，

余裕のない仮の生活を送らなければならない避難生活下

においては，容易な解決を求めるのは難しく，調査した

避難所でも，運営リーダーそれぞれで対処しながらも，

解決に至らなかったところも見られた． 
 
４．グランドKJ分析の結果とその考察 
 
(1) グランド KJ 分析の結果 
 各避難所の分析によって得られた 511 のカード束タイ

トル（小）を使って，グランド KJ 分析を行った．表 3 が

平時のつながり
で指示が通る

疲れて判断力が
低下

避難所はホテル
じゃない

職員は雑魚寝お父さん世代不在

長期間いるリー
ダーのストレス大

針仕事

スリッパの消毒

手遊び

着替え

使えない警備員室

掃除

情報

避難者の見える化

食料庫

食堂

受付

システマチックな
運営

残飯が減る

自分で完結できる

トイレのスリッパは別土足禁止の徹底

しかける

食事の動線

授乳ペット

生活習慣

体調不良

長期滞在者

おむつ

子ども

地区

専門職による配慮 在宅への支援

被災していない住
民による支援

ライフラインの確保

後から大変な人
が来る

端から埋まる

一人あたりのス
ペース

区分けは行政が
決めた

風呂にも入れない

必要な機能 部屋の区分け 避難所運営のノウハウ

工夫したこと 高齢者が体を動かす

洗濯物干し場
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6

３
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自分から取りに来
ない被災者

子育て世代が福祉
避難所へ

保健師もトイレ掃除

ボランティアのトイ
レ掃除

職員がスクリーニング

高齢者はトイレの近く

保健師の巡回

カウンセラーの巡回

足腰の悪い人は福
祉避難所

女性警察官巡回

警察の夜間警備
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ペット
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仲良しの人が大事
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段ボールベッド

自治会長の訪問

卓球台で目隠し

日赤マットで爆睡

公民館の畳持ち込み

TVとWiFi

バケツリレーでトイ
レの水

消毒用物品

感染症対策

工夫して豊かさを

ポータブルトイレ

ダンボールを敷い
て寝る職員
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と公民館へ
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余震を避けて車中泊
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その成果物を整理したものである．グランド KJの結果，

551のカード束タイトル（小）が 105の小項目に整理され，

105 の小項目が 19 の中項目に整理され，19 の中項目は最

終的に 8 つの大項目に整理された．つまり，本研究の分

析から避難所運営に必要な要素として「理念」，「避難

所運営の大前提」，「機能」，「資源」，「レイアウ

ト」，「組織」，「課題と対処」，「教訓」の 8 つが大

項目として抽出された．以下で各大項目について，詳し

く見ていく． 
 「理念」は，避難所運営および避難生活を送る上で，

関係者がより協力しやすくなるための共通目標や指標の

ようなものである．運営側や避難者が考える「避難所の

あるべき姿」や「理想像」と言い換えることもできる．

今回調査したすべての避難所で理念が設定されていた訳

では無いが，理念を持って避難所運営を行っていたとこ

ろ，またその理念を避難者や支援者に周知するよう心が

けていたところは，運営組織や運営方法が協力的で，避

難所全体の雰囲気や環境も良いところだった． 
 そもそも避難所は緊急的に身を寄せて仮の生活を送る

場であり，避難者の安全・安心が確保され，健康や人権

に配慮された場である必要がある．「避難所運営の大前

提」とは，そのために必要な基盤であり，今回の分析結

果からは１）避難所のハード整備、ハザード対策による

物理的な安全性が確保されていること，２）どんな状況

の避難者もなるべく受け入れられるような合理的配慮を

提供すること，３）なるべく摩擦が少なく日常生活に近

い生活が送れるよう平時の地域の実情を考慮することの

3 点が挙げられている．前述の理念にも通じるところで

あるが，被災者が被災から立ち直るためのスタートの地

として避難所が成り立つためには，これらが前提条件と

なると言える． 
 「機能」は，避難所としての機能というより，生活の

場としての機能であり，もっとも最良の機能は自宅にあ

る機能すべてであると言える．今回の分析では，「安

全・安心」，「掃除（清潔さ）」，「食事」，「（専門

職の監修による）保健衛生」の 4 つに分類されている．

これらは，避難生活という仮の生活の場として最低限求

められる機能であると言える．避難所はこれらの機能が

必要であり，他の避難方法を選択した被災者にも，これ

らの機能が提供されるよう避難者支援は成される必要が

ある．被災地域へのパトロールの増加，空き地への仮設

トイレの設置とし尿回収，食事の配達，専門職の戸別訪

問等が，これらの機能を補完するために実施されている

事業であると言える． 
 災害対応とは言い換えれば，限られた資源の分配をこ

まめに再調整・再分配する行為である．外部からの資源

調達も必要かつ重要であるが，あるものを最大限活用す

ることも重要である．避難所や避難生活で必要となる

「資源」は，「ライフライン」，「ハード的な既存資

源」，「トイレ」，「人的資源」，「物的資源（備蓄や

支援物資）」の 5 つに分類されている．ライフラインは

生活に欠かせないものであるため，途絶した場合は代替

えのものをどう確保するか考える必要がある．避難所と

なった施設の使える設備は，様々な避難所で大いに活用

され役に立っていた．トイレがハード設備に含まれず個

別の項目になっているのは，それだけカード数が多かっ

表 3 グランド KJ 分析結果の整理表 
大大項項目目 中中項項目目

安安全全・・安安心心 プライバシーを確保するための方法

ゴミ問題

トイレ掃除

弁当発注 差し入れ 種類の配慮

自主避難所 炊き出し

換気 衛生管理 健康管理

薬管理 消毒 医療提供のための情報

水

風呂

ハハーードド的的なな既既存存のの資資源源 バリアフリー

和式VS洋式

内部

情報機器 冷蔵庫 衛生用品

飲食物 寝具

受付 物資 キッズ

掲示板 食堂 洗濯物干し

授乳 着替え 勉強スペース

集集団団のの居居住住ススペペーースス どこにするのか

小さい子

重度障害

避難所内の人間関係

避難所運営組織の在り方

リーダーの苦悩

避難者の管理が難しい

みんな役割を探していた

暇にしないために役割を与える

安心できる環境をつくる

小小項項目目

避難所は仮の日常生活の場

避難者が安心しできて行政職員も休める避難所運営

避避難難所所運運営営

のの大大前前提提

ハード・ハザード対策 価値観の違いに対する配慮

平時の地域の実情を考慮する

防犯 プライバシーの確保

掃掃除除
汚物処理 身の回りの掃除

分別 処理方法

既存の設備活用 畳・和室

食食事事
自炊

調達上の課題

保保健健衛衛生生((専専門門職職監監修修))
マスク

土禁

ラライイフフラライインン
電気 情報

下水 冷暖房

人人的的資資源源
外部 活動場所

専門職種 専門職支援・コーディネート

トトイイレレ
誰でも使えるトイレ トイレが足りない場合

トイレの配置と管理 既存のトイレが使えるか

物物的的資資源源((備備蓄蓄やや支支援援物物資資))
避難者管理名簿

プライバシー確保用品

通路と避難口

ペット

コミュニケーションスペース 避難所外避難者の支援スペース

誰が決めるのか 何を基準に区分するのか

個個別別のの居居住住ススペペーースス
赤ちゃん 妊産婦

隔離部屋 高齢者

必必要要ななススペペーーススのの種種類類
おむつ

リリーーダダーー
ダメなリーダー 個人的な資質

よくあるリーダーの特徴 区長さんは全部知っている

避難所管理主体 施設管理の関わり方

老若男女共同参画 新しい人間関係の構築

避難者を管理するための工夫

個別性への配慮が難しい本本当当ににああっったた事事実実・・困困りりごごとと

不安 問題行動

避難者間での対立

教教訓訓
住民の平時の活動

避難所運営時の教訓

理理念念

機機能能

資資源源

レレイイアアウウトト

組組織織

課課題題とと対対処処
公平性を保つことが難しい

工工夫夫とと対対処処

平等感をつくる 避難者によるルールづくり

トラブル対処 日常生活に近い生活ルール
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た，つまり多くの避難所で課題となったり，重要と思わ

れていることを表している．人的資源はその確保方法や

種類だけでなく，彼らの活動場所の確保の重要性も指摘

されている．物的資源は，前述の機能を維持するために

必要な物資が整理されているように見える．例えば，

「安全・安心」機能を果たすために，避難者管理名簿や

プライバシー確保用品が必要という形で整理できる． 
 「レイアウト」，いわゆる空間配置は「必要なスペー

スの種類」，「集団の居住スペース」，「個別の居住ス

ペース」の 3 つに分類された．必要なスペースの種類は

多岐にわたる．すべての避難所でこれらすべてのスペー

スを確保することは難しいであろう．避難所となる施設

の状況と，避難者の状態に合わせて，これらの中のどの

スペースの確保の優先順位が高いのかを考えつつ，配置

することが必要であると言える．居住スペースについて

は，体育館のような場所でまとまってスペースを使う場

合と，個別に分ける場合がある．集団での活用の場合，

最小単位は世帯であることは変わらないが，どういった

グループで集まるのかは避難所によって多様であった．

そして今回の調査対象の避難所では，避難者自身で決め

ていたことが多かった．分けるための基準や場所の設定

も，避難所ごとにそれぞれ工夫がされていた．個別スペ

ースの提供は，施設の設備状況にもよるが，少なくとも

感染症や子どもを対象とした別室は多くの避難所が持っ

ていた．開設当初は早い者勝ちで居住スペースが埋まる

ため，掃除等を理由に区画整理を行っていた避難所も複

数見られたことから，事前の検討や周知が重要になる項

目である．人間的な生活を送るための空間をどう確保す

るかは，生活環境を整える上でもっとも基本である． 
「組織」は，避難所運営組織そのものに関する小項目

と，運営リーダーに関する小項目に分類された．避難所

運営組織の主体は，行政，住民，施設管理者の 3 パター

ンに分かれており，いずれの場合であってもその下部組

織として地域の自治会・町内会が運営支援を担っている

ことが多かった．男性だけ，女性だけにならないよう，

様々な人たちが少しずつ運営にかかわるよう働きかけて

いる運営組織が多く，そこに様々な創意工夫があった．

発災前の地域での人間関係は，避難所運営組織のあり方

に大きく影響し，それによって避難所環境や，避難所外

避難者への支援の実施しやすさに差を生んでいた．運営

のリーダーについては，良いリーダーの特徴と悪いリー

ダーの特徴の両方があった．リーダーの苦悩といった，

運営主体としての教訓や課題についても示唆が得られた． 
 「課題と対処」は，避難所で実際に起こった課題と，

それらに対してどのような工夫や対処を行ったかという

項目が集まったものである．避難所ごとに様々な課題が

見られたが，特定の避難所でしか見られなかった項目分

類は見られなかった．つまり，ここに挙げられた課題は，

多くの避難所で発生しうる課題であり，これらにどう対

処したかという事例は，今後の避難所運営主体にノウハ

ウとして広く提供すべきものである．課題の項目と対処

の項目は，多くの場合対になっていた．不安に対しては，

安心できる環境をつくる対処を行い，個別性への配慮や

対立，公平性を保つことの難しさに対しては，平等感を

作ったり避難者自身によるルールづくりで対処していた． 
 最後の「教訓」は，「住民の平時の活動」と「避難所

運営時の教訓」の 2 つに分類された．調査対象者の多く

が，避難所運営の経験からの教訓として，平時からの地

域内の人間関係や地域活動による住民ネットワークの重

要性を語っており，災害後にこれらを強化するような取

り組みを始めていた方も多かった．避難所運営時の教訓

は様々あり，自主運営しやすい避難者規模や子どもをう

まく使う方法，長期避難を想定した上での運営，他の避

難所との比較等があった． 
 
(2) まとめと考察 
 グランド KJ分析から得られた結果についてまとめる．

分析から得られた 8 つの項目のうち，「理念」，「避難

所運営の大前提」は事前に知っておくべき，もしくは持

っておくべきものであり，「機能」，「資源」，「レイ

アウト」，「組織」は災害対応時に必要となるものであ

り，「課題と対処」と「教訓」は災害対応時のヒントと

なるものであると整理できる．これら 8 つの要素の内，

「機能」，「資源」，「レイアウト」，「組織」，「課

題と対処」の 5 つは内閣府の「避難所運営ガイドライン」

等で求められる基本的な要素であった．またこれまでの

様々な避難所研究で言及されており，避難所運営を考え

る際に重要な点であるということが一般に周知されてい

る要素でもある．有吉ほか(2020)によって整理された 24
のコンテンツ（業務項目）と 10 のフレーム（構成）見て

みると，「機能」，「資源」，「レイアウト」，「組

織」，「課題と対処」の 5 つは多くの自治体で指針の中

に記載が見られ，避難所運営マニュアルに書き込まれて

いるが，「理念」，「避難所運営の大前提」のような内

容は記載があまりないことがわかっている．「教訓」は

避難所運営に一度でも関われば，その経験から得られる

気付きであり，避難所の記録や被災経験の語り継ぎ等で

伝えられていくことが多い．残る「理念」と「避難所運

営の大前提」は，本研究で得られたユニークな視点であ

ると考える．「理念」と「避難所運営の大前提」に言及

している避難所の記録や運営関係者は本研究の調査対象

以外にも存在はしているが，この 2 点を避難所運営に関

わる人が考え，持たねばならない，その重要性の指摘は

あまり成されていない．以上のまとめから，一つの考察

が得られた．理念や前提という元々検討し持っておく必

要があるものが，多くの避難所運営研修や計画づくりの

場から抜け落ちてしまっていることが，日本における避

難所環境の改善がなかなか進まない理由ではないかとい

うものである． 
 本研究が対象とした 12 事例の内，6 つの避難所で何か

しらの理念のもと避難所運営がなされていた．言い方を

変えれば，被災地をよく知る有識者が「避難所運営の好

事例」としてあげたうちの半数でしか，理念を提示し，

避難者に周知したうえで避難所運営を行うことができて

いなかったともいえる．そのうえでこの理念を掲げての

避難所運営は，避難所運営により多くの避難者を巻き込

んだり，避難生活の質の向上のための取り組みに対する

避難者の協力体制を促すことに役立っていた．特に，い

ったん腰を落ち着けた避難者を移動させ，区画整理を行

うことで環境を改善するような取り組みは，なぜそうい

ったことが必要なのかという理由の周知が必要であり，

理由を避難者に納得してもらうには理念を提示し周知し

ておくことが役に立ったと語りがあった．  
こういった共通の理念や目標を掲げることは，災害対

応現場では重要だと言われている．例えば，状況認識の

共有を通して災害対応に関わる様々な組織や団体が行動

計画を立てることは，日本 21)を含めアメリカの NIMS 等

の災害対応のあり方として認められ推奨されている．ま

た，被災地で必ず必要になる，即興性・臨機応変性が求

められる場合に多様な組織・団体の連携をうまく機能さ
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せる協働のあり方は EMONs（emergent multiorganizational 
networks）と呼ばれるネットワーク型組織が有効であり
22)，その重要な要素の一つが直近の未来イメージを共有

してゴールをめざすフィードフォワードと呼ばれる考え

方にあると言われている 23)．これらの示すところは，避

難所運営や避難者支援においても，関係する行政，支援

者，避難者自身がめざすべき姿として理念を共有し，協

力体制を構築していくことが必要であり，好事例として

推薦された本研究の調査対象の半数で実践されていたこ

とは，その必要性を裏付けるものであると考える． 
 理念としてめざすべき姿を共有することの必要性は，

上記のように一部には理解されているにも関わらず，避

難者の生活環境という現場の状況改善につながらないの

は，この理念の共有化の必要性を理解しているのが一部

の人々であることと，実際の災害対応にかかるガイドラ

インや計画に書かれている業務や手続きとこの理念がう

まく連接できていないからであると推察される．2016 年

に内閣府より示された避難所運営ガイドラインは，東日

本大震災の教訓を受けて改定された災害対策基本法によ

って策定された「避難所における良好な生活環境の確保

に向けた取り組み指針」にもとづいて作成されたもので

ある．そこには，避難者の生活の質を向上させることで

「避難者の健康が維持されること」が目標として掲げら

れている．さらにスフィア・プロジェクトを参考資料と

して挙げ．行政職員の目線から避難者支援のため行うべ

き業務をリスト化している．災害対応業務に落とし込み

やすい形をめざしたとある通り，やるべき業務の手続き

が細かくリスト化され，チェックシートの形式にまとめ

られている．こういったチェックシート形式の確認によ

る業務実施手続きのあり方は，法制度に基づいた定形業

務を実施する行政職員にとっては使いやすいものかもし

れないが，前述の通り災害対応には即興性・臨機応変性

が求められる．災害対応では，その都度めざすべき目標

を共有し，必要な業務，手続きを取捨選択して実施する

ための意思決定のプロセスが必要となるのである．意思

決定を担う人材が，めざすべき目標を掲げてその理念を

共有し，業務手続きに落とし込んでいくことで，理念に

もとづいた望ましい災害対応，避難者支援が実現される

と言える．しかし現行のガイドラインや各種計画には，

この理念と業務手続きの間をつなぐ意思決定プロセスに

関する言及が少ない．災害対応に資する人材育成研修は，

様々な主体によって実施されているが，同様に意思決定

プロセス部分に関する内容は多くない印象を受ける．一

部の経験豊富な人材の頭の中でこういった意思決定プロ

セスは行われており，その知見を形式化することができ

ずにブラックボックスになってしまっているためと推察

される． 
 同様の課題は，避難所運営の質の向上に際し注目を集

めるようになった，スフィア・プロジェクトでも見られ

る．スフィア・プロジェクトとは，国際的な人道支援の

現場で，より効果的な支援を実現するための共通言語で

あり国際基準である．避難所の質の向上に向けて，様々

なところでこのスフィア・プロジェクトによる最低限の

基準指標を示した「Quality & Accountability （Q&A）:支
援の質とアカウンタビリティ」をまとめた『スフィアハ

ンドブック』の記述が取り上げられている．多くの場合，

避難者数に対して必要なトイレの数や，スペースの広さ

等，数値指標を取り上げることが多いが，こういった取

り上げ方はスフィア・プロジェクトの本質ではない．そ

もそもスフィア・プロジェクトは支援の質（quality）と，

受益者に対する説明責任（accountability）を果たすとい

う命題の元開発されたものである．つまり，一般的にス

フィア基準として認識されている数値目標（例：避難者

20人にトイレ一つ，男女比は1:3）は基準ではなく指標で

あり，「住居の近くに，昼夜を問わずいつでもすぐに安

心かつ安全な使用ができる，十分な数の適切かつ受け入

れられるトイレ設備を有している 20)」というめざすべき

状態こそがスフィア基準である．そして，基準や指標を

実現することだけが重要なのではなく，実現できない場

合にその影響を評価し，引き起こされる被害を最小限に

留めるための措置をとるプロセスを実行することが重要

なのである．こういったプロセスを経た支援こそが，ス

フィアの理念に則った行動であると評価される．現在の

日本では，そのための人材育成として，スフィアの理念

を学ぶための研修が増えてきている． 
避難所運営や避難者支援，ひいては災害対応全体で，

スフィア・プロジェクトがめざすような「理念に則った

行動を実行するため」には，意思決定にかかわる人材が

理念を持ち，臨機応変に意思決定プロセスを実行できる

ようになるのが望ましい．この意思決定の部分が現在の

日本の災害対応業務の弱点であり，意思決定能力の向上，

意思決定プロセスの支援が，克服すべき課題として今後

研究を深めるべき分野であると考える． 
 
５．まとめと今後の課題 
 
 本研究では，避難所運営，避難者支援に求められる要

素を整理し，その結果から避難者の生活の質の向上を実

現するための重要な課題として，理念を共有しその上で

の意思決定プロセスや協力体制があることがわかった．

この発見を受け，今後の研究方針としては，理念に基づ

いた意思決定プロセスの実行を支援するための研究や，

そのプロセスが安全・安心で健康的な避難生活の実現に

寄与しているかを確認するために，「機能」，「資源」，

「レイアウト」，「組織」をどのように評価するのか，

その評価手法の開発等，具体的に災害対応を支援するた

めの研究を進めていく必要がある．  
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It is difficult to get prompt assistance from outside world when major disasters occur in mountain communities. 
Therefore, the autonomous disaster prevention activities in mountain communities are particularly important. However, 
there are few studies about current status of disaster prevention activities in mountainous communities in China 
disaster-prone area, like Sichuan Province. Thus, we conducted interviews and a questionnaire to community 
autonomous disaster prevention organizations and residents in mountain area of Sichuan province, and evaluated the 
current situation and problems of disaster prevention activities. By combining with the characteristics of communities, 
the development trends of autonomous disaster prevention activities can be provided. 
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１．はじめに 
 
(1) 研究背景 

四川省都江堰市は，中国の南西部の長江支流の岷江が

形成する扇状地の扇頂に位置し，龍門山断層に隣接し，

土地面積の約7割を中山間地域が占めている地形複雑な観

光都市である．2008年四川大地震をはじめ，ここ13年間，

M6.0以上の地震が4回発生した．また，豪雨災害や土砂

災害が毎年四川省各地で発生し，その数は増加する傾向

にある．一方で中山間地域では，観測情報が限定されて

いる上に，災害が発生するまでのリードタイムが小さく，

災害への脆弱性が以前より高まっている．  
都江偃市における中山間地域は，北に向かって標高

592m から4582mの地形複雑の山地(図1)になっており，多

くの集落は農業生産活動を中心としている．このような

社会，地形，経済の条件不利がある中山間地域において，

地震，豪雨などの自然災害により被災すると，集落が孤

立する可能性が高く，災害直後は集落が外部支援に対応

することも困難である．そのため，中山間地域集落の自

主防災活動は，災害に強い中山間地域集落づくりにとっ

て重要な取組である．一方，中山間地域は，地域ごとに

多様性を有するため，集落の自主防災活動現状やその課

題をもとに，地域特徴に応じて優先的に解決すべき課題

を検討し，限られた防災資源を効果的に配分することに

関する検討が必要である． 

都江偃市では，日本の自主防災組織のような防災組織

に対して統一的な名前がないため，本稿では，都江偃市

中山間地域の集落の自治的な防災組織を｢自治防災組織｣

と称し，この組織が行なっている活動を｢自治防災活動｣

呼ぶこととする． 
 

(2) 既往研究 

中山間地域の防災課題に関しては，日本の中央防災会

議1)において地震災害特有の課題について議論されてい

る．内閣府防災担当は孤立集落の発生に関する調査も実

施されており，多くの集落で孤立する可能性があること

が示されている2)3)4)．一方，これらの既往研究は，孤立

や高齢化など単一の課題について論じており5)6)，中山間

地域集落における防災課題を総合的に示した調査や研究

は少ない．中国においては，張昊ら7)が中国の中山間地

域に関する防災体制の不備について考察し，日本の｢災害

対策基本法｣のような防災対策に関する法律は中国におい

て策定されていないことや，中山間地域の防災対策はま

だ体系化されていないことを指摘した．尚紅らは8)住民

の防災知識の不足や，地域の救援能力の弱さ，自助・共

助活動を参加した住民が60%を超えたが，経験不足や救

急救命道具不足の原因で被災が大きくなることに遭遇し

たことが明らかになった．これまでの多くの研究は13年
前の四川大地震を事例に課題について論じ，現在の中山

間地域の防災実態や課題に関する研究は少ない． 
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中山間地域防災課題を改善したり解決したりする取組

みの一つである自主防災活動に関しては，黄ら9)が中国

における防災に関する法律と政策の整備は不足，自主防

災組織の整備は完備されておらず，農村防災減災に関す

る研究は少ないと指摘している．郭ら10)は自主防災組織

の活動効果は集落防災能力に対して重要な影響要因であ

ることを確認した． 
中国の自主防災組織に関する行政による施策について

論じた先行研究は数多いが，組織活動をいかに実効化・

効率化するかに関する検討が少ない．中国における自主

防災活動に関する研究が不足する一方，日本では，阪神

淡路大震災から自主防災活動に関する研究が進められて

おり，研究の論点としては組織の結成を進めることから，

地域防災に関する様々な活動の活性化やその活動を実施

する組織の実効化へと変わってきた11)12)．そこで，山地

の多い日本の先進的な中山間地域防災対策と研究を参考

にし，四川省の中山間地域における自主防災活動の改善

策を検討することが有用と考えられる． 
  
(3) 本研究の目的 

四川省都江偃市では，四川大地震の発生から13年が経

ち，様々な対策が取られているが，過去に大きな被害を

受けた集落では，復興後の状況はどうなっているのか，

どのような防災対策がとられているのか，どのような課

題があるのかに関する研究は極めて少ない．激甚化して

いる自然災害による被害を防止・軽減するため，中山間

地域集落における自主防災活動の実態やそれに関する課

題を把握することは重要であると考えられる． 
そこで，本研究では，都江偃市中山間地域集落におけ

る自治的防災組織に対するヒアリングやアンケート調査

に基づき，集落の現状，地域特性や自治的防災活動の実

態を把握した上で，存在している課題を検討し，調査対

象地域の特徴に応じて集落自治的防災活動の改善策や発

展性を考察することを目的とする．本研究は，今後の集

落の防災対策の充実と，防災計画の改善に向けた一助と

する． 
本稿の構成は次の通りである．まず2.で都江偃市の調

査対象集落の基本情報，防災対策や防災組織の現状を要

約し，3.で集落の自治防災組織リーダーへのヒアリング

調査概要や調査で把握された集落自治防災活動の課題を

要約し，4.で自治防災組織成員や住民へのアンケート調

査の概要や調査で把握された課題や対策を分析した上で，

5.で都江偃市中山間地域集落地域特徴に応じての自治防

災活動の発展性の検討を試みる．最後に6.で本稿のまと

めを行う． 
 
 
２．四川省都江偃市中山間地域集落における自治

防災活動実態の把握 
 

都江偃市中山間地域集落における自治防災活動の発展

性の検討を前提として，集落の現状や自治防災活動実態

に関する調査とその結果について述べる． 

 

(1) 調査対象地域について 

｢防災まちづくりが進む集落｣，｢過去の災害において被

災が大きい集落または再建集落｣という特徴を持つ集落と

して，都江偃市応急管理局事務室から3つの集落について

紹介を受けた．この3集落はいずれも前述の2つの条件を

満たす． 
以上により，上記の3集落である｢龍池鎮龍溪社区｣（以

下，集落A），｢龍池鎮飛虹社区｣（以下，集落B）や｢蒲 

 

図１ 都江偃市の地形図と調査対象地域の位置 

(出典：INSTITUTE FOR PLANETS) 
 

表 1 調査対象について 
 都都江江偃偃市市 

龍龍池池鎮鎮 
龍龍溪溪社社区区(A) 

都都江江偃偃市市 
龍龍池池鎮鎮 
飛飛虹虹社社区区(B) 

都都江江偃偃市市 
蒲蒲陽陽街街道道 
石石瓮瓮社社区区(C) 

常常住住人人口口 1728 1686 1671 
世世帯帯 1022世帯 558世帯 586世帯 
面面積積 28.4 km² 20.6 km² 15.3 km² 
60歳歳以以上上 400人余り 380人 500人余り 

(90歳以上：9人) 

特特徴徴 

四川大地震における被害は極めて激甚な集落 
再建し統合された集落 
景勝地に位置する  
  防災模範社区 

 
陽街道石瓮社区｣（以下，集落C）を研究対象とした．各

集落の特徴を表1に示す．  
a) 位置 

集落Aは都江偃市の北西にあり，集落Bは都江偃市の北

部にあり．集落Cは都江偃市の北東にある． 

b) 居住区域 

2008年四川大地震発生後，都江偃市はコミュニティと

の協調のもと，｢四川省汶川地震災後農房再建工作方案｣ 

の適応世帯に対して，補助金を支給して中山間地域の被

災住民を集中移転し，散在している集落を合併した．そ

れに，中山間地域集落大半の住民は散在している農家か

らマンションに移住し，現在の｢集中居住安置点｣（以下，

集中居住区域）を形成した．3集落の居住形態は，多くの

住民が住んでいるマンション等集合住宅や，少数の住民

が住んでいる散在農家に分かれている．このように，3集
落の居住区域の特徴はほぼ同じである．そのうち，一部

の農家住宅は指定された｢地質災害隠患点｣（土砂災害危

険箇所）に位置するため，本研究は都江偃市の居住区域

を｢集合居住区域｣，｢地質災害隠患点｣や｢一般農家住宅区 
域｣に分類する． 
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c) 人口・世帯数 

集落へのヒアリングによれば，集落Aの常住人口は

1728，世帯数は1022である．高齢化状況をみると，60歳
以上の高齢者は400人余り，総人口の23％を占める． 
集落Bは，常住人口は1686人，世帯数は558世帯である．

高齢化状況をみると，60歳以上の高齢者は380人余り，総

人口の22.5％を占める． 
集落Cの常住人口は1671，世帯数は586である．高齢化

状況をみると，60歳以上の高齢者は500余り，総人口の

32％を占めており，そのうち90歳以上の高齢者は9である． 
d) 災害経験 

集落Aでは，2008年｢四川大地震｣，2010年｢8/13大規模
土石流｣，2013年｢7/09豪雨災害｣を経験した．その中で，

四川大地震や813大規模土石流は人的被害をもたらし，大

きな被害に遭った．また，近年は出水期における豪雨に

よる土砂の崩壊が起こっている． 
集落Bでは，2008年の｢四川大地震｣，2010年｢8/13大規
模土石流｣，2013年｢7/09豪雨災害｣を経験し，その中で

2008年の四川大地震による人的被害が生じた．その一方，

集落Bは山の中の広い平坦地に位置するため，四川大地

震以外，自然災害による人的・物的損失を受けた経験が

ない． 
集落Cでは，2008年の｢四川大地震｣，2010年｢8/13大規
模土石流｣，2013年｢7/09豪雨災害｣や2020年の｢8/06洪水
災害｣を経験した．その中で2008年の四川大地震による人

的被害が生じ，2020年の806洪水災害による浸水被害を受

け，洪水による経済損失が大きかった． 
3集落は共に地震災害や豪雨による土砂災害の被災経験

がある． 

 

(2) 調査の概要 

調査対象社区の自治防災活動現状を把握するために，

日本の自主防災組織の防災活動に関する文献13)14)15)を参

考にしながら，表2や表3に示すようにヒアリング調査の

質問項目を｢日常活動｣，｢災害時活動｣，｢他活動｣の3視点，

13項目に分け，3集落の自治防災組織のリーダーにヒアリ

ング調査や集落の防災施設に対して現地調査を行った． 
 
(3) 平常時防災活動の取組み 

ヒアリング調査によると，集落は土砂災害や火災を想

定して防災計画を作成し，平常時活動を行なっている．

具体的には以下の通りである． 

a) 組織体制と自治防災活動体制 

集落に関する組織体制は図2の通りである．｢居民委員

会｣は，政府によって組織化された地域住民組織である．

1989年の｢中華人民共和国都市居民委員会組織法｣による

と，居民委員会は｢住民が自己管理・自己教育・自己服務

の基層大衆的自治組織｣であることが規定されている16)．

居民委員会の下に組に分け，各組の村民議事会で自己管

理している． 
都江偃市中山間地域の自治防災組織は，居民委員会に

管理されており，主に｢応急救援服務隊｣，｢地質災害監測

員組｣，｢要援護者対応組｣の3グループで構成されており，

その活動実態は図3のようにまとめられる． 
｢応急救援服務隊｣は都江偃市の要請による結成した防

災組織であり，集落ごとに結成の動きが活発になってい

る．組織の構成員人数は30人程で，集落範囲で全ての防

災活動を行なっている． 
｢地質災害監測員組｣は，中国の国土部門は，村幹部と

中軸となる人々を主体とした35万人からなる市民による

モニタリング・防止隊の一部である．｢地質災害監測員｣ 
 

表２ 第一回ヒアリング調査の実施状況 
実実施施期期間間 2021年9月27日～9月28日 
方方法法 対面ヒアリング調査/現地調査 
対対象象者者 3集落の自治防災組織リーダー 
時時間間 3時間/集落 
 

表３ ヒアリング調査視点とその項目 
視視点点  項項目目  

日日常常活活動動  

防災計画の作成 

自治防災組織の整備 

防災広報や啓発活動 

災害危険の把握 

防災訓練 

地質災害モニタリング 

防災資機材などの備蓄や管理 

災災害害時時活活動動  

情報収集・伝達 

出火防止・初期消火 

避難 

救出・救護 

安否確認 

他他活活動動  外部連携 

 

 

図２ 集落の組織体制 

 

 

図３ 自治防災活動の実施主体と関連する活動内容 
 
は都江偃市が開設する訓練により，自らによる識別・モ

ニタリング・警報・防止・救助の能力をほぼ身につけて

いる17)． 
｢要援護者対応員｣は各組の1人の要援護者に対して割り

当てられる1-2人の避難協力者である．これは地域の話し

合いによって決められる． 
以上のグループが集落の｢自治防災組織｣を構成し，組

織成員が複数のグループに参加している場合もある． 
b) 災害危険の把握と対応 

集落では，｢地質災害隠患点｣を把握しており，それを

中心に防災活動が行われている． 
｢都江偃市地質災害応急予案｣では，｢地質災害隠患点｣

を｢地質災害の兆候があり，人命や経済的な損害をもたら

す地質災害の可能性が明らかな区域である｣と規定してい

る．A集落は32箇所，B集落は19箇所，C集落は9箇所の

｢地質災害隠患点｣がある． 
c) 防災広報や防災訓練 

集落における住民に向けの広報手段は｢防災マニュア 
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図４ 都江偃市中山間地域の｢地質災害避険明白卡｣ 
（防災カード）（2021 年 9月撮影） 

 

  

図５ 集落 A（左）と集落 B（右）の防災倉庫の一隅 

（2021 年 9月撮影） 
 

 
図６ 集落 Bの一時避難場所としている駐車場の様子

（2021 年 9月撮影） 

 

 
図７ マンション毎の入り口に貼る避難路線図 

（2021 年 9月撮影） 
 
ル｣，｢標語｣，｢広場会議｣や｢地質災害避険明白卡｣である． 
｢地質災害避険明白卡｣は中華人民共和国国土資源部が

土砂災害の脅威を受けている住民に配布する防災カード

（図4）である．このカードには，世帯の状況と連絡方式，

発生しやすい災害類型と規模，危険区域と住宅の位置関

係，災害の発生要因，避難ルート，避難方式，避難所と

の連絡方式，警戒情報の発令方式，｢避難情報発令員｣の

連絡方式，平常時土砂災害防止に注意すべきポイントや

防災部門の緊急連絡電話が記載されている．都江偃市に

おいて，｢地質災害避険明白卡｣は通常，部屋の玄関外の

壁に貼っている． 
集落の防災訓練は自治防災組織と｢地質災害隠患点｣の

脅威を受けている住民を対象に，出水期における月1回，

年3-4回で行われている．一方，集落Cは，洪水災害が発

生しやすいため，｢地質災害隠患点｣の脅威を受けている

住民の専門訓練以外，住民全員を対象に少なくとも年1回 
防災訓練を行なっている． 

d) 防災資機材の備蓄や管理 

3集落の防災倉庫（図5）において，テント，防災バッ

グ，警報機，シャベル，マチェットやレスキューロープ

などの防災資機材が整備されている． 
食料の備蓄については，特に行わず，農業中心の地区

となっており，住民の炊き出しも経験豊富なので食品の

心配はない．また，集落Aの居民委員会は集落内の小売

事業者と契約し，災害が発生した場合，小売事業者が保

有する在庫品をすぐに居民委員会に任せる取組みがある．

集落Cは食品の期限切れを防止するため，保存期限があ

る加工食品を備蓄せず，代わりに集落外部の加工食品の

仕入先と契約して，必要な時に生活用品や加工食品を提

供する取組みがある． 
インフラについては，まず各集落とも天然ガスを使用

しており，災害時に天然ガスが使用できなくても，木材

があるため火の心配がない．水道については，普段，集

落は山の湧き水を処理する水道施設があり，水の心配も

ないと回答した．電気については，集落は発電機を購入

しており，災害時において必要な機動力を確保できる． 
 

(4) 災害時防災活動の取組み 

ここでは，過去の災害事例に基づき，集落の災害時防

災活動の取組みを紹介する． 

a) 情報収集・伝達 

現在，都江堰市中山間地域を対象とする警戒情報は主

に｢地質災害気象警報｣である． 

市町村から地質災害の警戒情報が発令される場合には，

テレビやインターネット，携帯ショートメール，WeChat，
Weiboなど多くのメディアで確認できる． 
警戒情報レベルは4級に分けられ，高いものから順に

｢一級｣｢二級｣｢三級｣｢四級｣とされ，それぞれ赤・橙・

黄・青の4色で表示される．  
市からの警戒情報を受ける後，龍池鎮はWeChatグルー

プで各集落の居民委員会に通知し，集落は警戒情報レベ

ルにより防災活動を始める． 
警戒情報三級が発令された場合，｢地質災害監測員｣は

自分が担当している地質災害隠患点のパトロールを強化

し，危険な状況が発見された場合，地質災害隠患点に住

んでいる住民を適時に避難させるように呼びかけを始め，

外来者の立ち入りを一旦停止する．また，居民委員会は

避難情報が解除されるまで当直する． 
警戒情報二級が発令された場合，｢避難情報発令員｣(通
常に地質災害監測員が担当する)は避難準備情報を発令し，

危険を感じている場合に（目視で判断する），防災計画

に従って早めに地質災害隠患点に住んでいる住民を避難

させ，外来者の立ち入りを一旦停止する．また，居民委

員会は避難情報が廃止されるまで当直する． 
警戒情報一級が発令された場合，集落は避難情報をす

ぐに発令し，地質災害隠患点に住んでいる住民の避難活

動を始める．集落内の立ち入りが禁止され，観光客など

の外来者を集落から地域の避難所として利用する施設に

退避させる．都江偃市において，今まで警戒情報一級を

発令したことはない． 
集落内の情報伝達手段はWeChatグループや携帯電話で

あり，避難情報発令手段は，拡声器，銅鑼，鼓，手動式

ハンディサイレン，屋外拡声器（スピーカー）である． 
b) 出火防止・初期消火 

集落AとCでは，集落の再建により，木造家屋がなくな

ったため，主な出火防止対象は山林火災である．山林火

災の防火活動については，集落の山ごとに指定した住民

責任者と誓約書を締結し，責任者は日常的に防火活動を

行なっている．その一方，民宿産業が盛んな集落Bでは，
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民宿やホテルを用途とした多くの木造農家住宅が再建さ

れており，上記の山林火災の防火活動に加えて ，防火·

防犯を目的とした防災パトロールを行なっている． 
集落の生活圏においては，集合住宅の単元（一つの階

段室を共有する住戸のまとまり）ごとに2つ消火器が配置

されており，自治防災組織成員や住民が防災訓練による

その消火器の使用方法を学ぶ．  
消防施設については，全ての集落内に防火水槽や消防

栓が整備されている．集落Cでは，｢都江堰村級森林防火

儲備庫｣（防火倉庫）に消防設備が整備されている． 
c) 避難・安否確認 

集落AとBの防災計画における避難活動は，避難開始情

報が発令した後に地質災害隠患点に住む住民のみに対し

て行われている．住民は車などの移動手段がなければ，

自治防災組織員の車をボランティア車として，住民を避

難所に移送する． 
要援護者の避難体制としては，1 人の要援護者に対し

て 2 人の避難協力者を地域の話し合いによって決めた． 
集落の安否確認活動は集落の微信（WeChat）グループ

で行われている．地質災害隠患点の脅威を受けている世

帯ごとに｢人員失聯責任人｣（安否確認責任者）が指定さ

れているが，防災計画における具体的発災後の安否確認

に関する手続きがない． 
d) 救出・救援 

集落では約30人の｢応急救援服務隊｣が配備されている

が，防災計画における具体的な発災後の救助・救護に関

する取組みはない．救護対策としては，社区の自治防災

組織全員が赤十字社の応急手当講習を受けており，｢衛生

院｣（保健所）（図8）は基本的な医療支援を提供できる． 
 

(5) 外部連携 

集落では，赤十字の救護講習，大学や公的研究機関な

どからの訪問・研究や災害後企業からの支援など連携活

動がある．しかし，それら活動について，調査対象者は

｢役立つことを学ぶことができるが，表面的な側面もある

ため，実際に応用できることは学べない｣と回答した．ま

た，複数集落による広域連携制度がないことが明らかに

となった． 

 

 

３．ヒアリング調査による防災活動課題の把握 
 
(1) 調査の概要 

第1回現地調査で得られた活動実態や既往研究1)4)5)6)8)10)

で言及した中山間地域防災に関する課題により，調査項

目を設定した．また，都江偃市応急管理局事務室から，

地域の課題に関する情報や設定した調査項目についてア

ドバイスを得て，調査項目を修正した．調査期間は，

2021年11月1日と2日の2日間で，3集落の防災組織のリー

ダーと居民委員会の責任者を対象に調査を行った．その

調査概要を表4に示す．調査では，相手に質問内容を理解

してもらうため，最初に過去に実際経験した災害事例か

ら課題を尋ね，回答者が言及しなかった課題内容につい

て改めて尋ねてみる形で実施し，雑談形式で音声を録音

した上で課題に関する情報を取り出した．その結果，質

問項目における｢具体的な課題｣ごとに関する集落現状

（表5）を得ることができた． 
 
(2) ヒアリング調査に基づく課題の整理 

過去の被災経験を踏まえた具体的な課題に関する事

例・対策や課題を表5で整理した．都江偃市では，集落所

属する郷鎮が避難所の運営を行うため，｢防災関連施設の 

  
図８ 集落 A（左）と集落 C（右）の｢衛生院｣(保健所) 

（2021 年 11 月撮影） 

 

表４ 調査概要と質問項目 
実実施施期期間間 2021年11月1日～11月2日 

調査時間：2時間 
方方法法 対面ヒアリング/SNSでビデオチャット 
対対象象者者 3集落の自治防災組織の関係者6人 

(集落ずつリーダー1名と一般構成員1名) 
自自由由回回答答 過去の被災経験を踏まえた集落の防災課題 

具具体体的的なな

課課題題 

高齢化・広域化によるコミュニティ機能低下 
平常時における外部との連携に関する課題 
体制の整備に関する課題 
災害直後における住民主体による自助・共助活

動にしか頼られない（孤立） 
要援護者に対する避難・救助活動の実行困難 
住民は指定された避難場所に避難しない 
救急・救助活動が障害生じた 
二次被害 
孤立による被災状況の確認困難 
安否確認が困難になる 
防災関連施設の初期運営が混乱 
外部支援のコーディネート機能がない 

 
初期運営が混乱｣の課題を表から除外した．上記調査結果

から見ると，すでに対策がある課題を除いて地域力の限

りを考慮し，以下の7つ課題について改善策の検討が必要

である． 
a) 地震防災計画がない 

ヒアリング調査によれば，2008年四川大地震発生後2年
間，集落は地域復興に専念したため，防災対策の推進が

進まなかった．また，地震後土砂災害の危険性も認識で

きず，｢防災計画が作成したが，その重要性や実用性につ

いて意識できなかった．｣と回答した． 
2010年｢8/13大規模土石流｣や2013年｢7/09豪雨災害｣の

発生後，2014年に｢成都市山洪地質灾害气象風険予警およ

び応急响応制度｣が公表された．都江偃市中山間地域集落

はこの｢制度｣の要請により，集落特徴に応じる｢地質災害

応急予案｣（土砂災害防災計画）を作成し，集落レベルの

防災活動を重視してきた． 
その一方，集落Aの防災組織リーダーによると，地震

災害のような予測できない突発災害に対して，集落は防

災計画を作成する能力がないため，具体的な防災計画を

作成しておらず，地震が発生したら，集落は地質災害防

災計画を参照して臨機応変に対応しようと述べた． 
b) 全員避難ではない避難活動の実施 

集落AとBは，地域の安全性を評価した上で，安全な場

所（主には集中居住区域）に住んでいる住民は防災訓練

や，地質災害警戒情報が発令された時の避難活動を行う

必要がない対策をとっている．しかし，予想外の巨大災

害に遭遇した場合，これにより大きな被害をもたらす可

能性が高いと考えられる． 
c) 形式的，表面的な防災訓練が行われている 

集落では，上級機関の検査に対応するため，形式的，

表面的な防災訓練が存在している． 
また，集落では避難活動と同じく｢地質災害隠患点｣に
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表５ 都江偃市中山間地域集落における自治防災活動に関する現状・課題や対策の整理

検検討討のの視視点点 現現状状・・課課題題 課課題題のの対対応応対対策策 要要改改善善 

高高齢齢化化・・広広域域化化にによよるるココミミ

ュュニニテティィ機機能能のの低低下下 

○集落の再建や合併による広域化を改善した  
 ○集落の合併や観光業の発展による集落の担い手の年齢層は 30-40

代になっている 

日日常常的的備備蓄蓄不不足足 

○集落毎に防災倉庫がある  

 
○農業中心の地区となっており，食料の心配がない 
○木材があるため火の心配がない 
○給水施設に緊急用水源を備えている 
○集落内の小売事業者や集落外の加工食品の仕入先と契約する 

地地震震防防災災計計画画ががなないい ×集落は独自に地震防災計画を作成する能力がない  要 

住住民民全全員員ででははなないい防防災災訓訓練練

やや避避難難活活動動のの実実施施 
×｢地質災害隠患点｣に住む住民だけ防災訓練や避難活動を行う  要 

×予想外の巨大災害を想定することがない  要 

平平常常時時ににおおけけるる 
外外部部ととのの連連携携不不足足 

×外部から防災計画や防災対策の整備に関する指導が求められる  要 

×災害観測技術や警戒技術の導入が求められる  要 

孤孤立立（（道道路路）） 

×大規模災害時に一週間にわたり孤立する可能性がある       要 

○対応経験がある  

○集落の人々はお互いに助け合う伝統があり，｢住民の自助・共助
意識が高い｣と思われる 

孤孤立立（（情情報報）） 

×具体的な情報伝達体制や安否確認体制を整備されていない  要 

×内部連絡：住民同士→組長→小区→居民委員会のシステムにより

人力で情報を伝えているが，臨機応変に行うようにする 

 
要 

○外部との連絡：都江堰市と連絡が取れる内線トランシーバーが整

備されている 

 
 

要要援援護護者者にに対対すするる避避難難・・救救

助助活活動動のの実実行行困困難難 

○1 人の要援護者に対して 2 人の避難協力者を地域の話し合いによ

って決めた 
 

 
○｢山間地域集落住民同士のつながりが強く，居民委員会への信頼
度が高い｣ため，｢個人情報の取得や防災を目的として個人情報の使
用は課題になっていない｣と，日本のようなある集落における個人

情報の取り扱い困難 18)に関する課題がない 

住住民民はは指指定定さされれたた避避難難場場所所

にに避避難難ししなないい 

×｢正常性バイアス｣により避難指示が出ても逃げ遅れてしまうまた

は避難しなかった 

○一軒一軒回って避難

勧告を行う 

 

×都江偃市全域に出された警戒情報を住民は｢自分ごと｣として認識

せず避難しなかった． 
同上 

×村民を避難させた後，避難情報が解除する前に一部の人が独断で

家に帰る 

 

○避難場所に避難者名

簿を設置し，政府から

避難させた住民に補助

金を与える 

○住民の財産保護対策

を整備している 

救救急急・・救救助助活活動動がが障障害害生生じじ

るる 

○集落では約30人の｢応急救援服務隊｣が整備されている  

 
○社区の自治防災組織全員は赤十字社の応急手当講習を受けた 
○｢衛生院｣（保健所）は基本的な医療支援が提供できる． 
×建物の倒壊から救助活動を行うため，大型救助機器が欲しい △ 

二二次次被被害害 

×四川大地震に，優先する治療対象者を適切に判断できなかった  要 

×出水期において，落石はよくあり，冠水路面に遭遇することが多

い 

○｢自分の安全確保優

先｣を標語として安全教

育を行なっている 

 

×警戒情報の発令する時， 24 時間当直する必要があるため，防災

活動者の体・精神的損害が生じることがある 

 
要 

外外部部支支援援をを受受けけ入入れれなないい 
○過去の被災経験により，外部支援のコーディネート機能があるた
め，課題にならなかった 

 
 

集集落落防防災災リリーーダダーーのの｢｢過過信信｣｣ 

×集落可能な防災課題について，防災リーダーは｢今の防災体制は

整っている｣｢安全だから，大丈夫だと思う｣，｢この課題について対

策がないけど，大きな影響に至らなくて，災害時には解決できると

思う｣など集落の防災課題への認識が低い． 

 

要 

○：奏功している事例・対策  ×：問題のある課題  △：地域力による対応困難 

住む住民や自治防災組織やボランティアだけが防災訓練

に参加することがある． 
d) 平常時における外部との連携不足 

集落における行政側，NPOや企業などからの連携体制は

あるが，外部から防災計画の整備に関する指導や災害観

測技術の導入も求められる． 

e) 孤立 

四川大地震では，通信の途絶や道路の不通等により集

落が孤立した．外部救援はおおよそ 2～3 日で来られた

が，集落の孤立解消ために必要な道路復旧には，震災後

1週間を要した．こうした過去の被災経験により，集落
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は一週間の孤立を想定して孤立対策を策定することが必

要である． 
その一方，調査対象によれば，集落の人々はお互いに

知り合いであり，平常時にも農作業，屠畜や結婚式など

を互いに助け合う伝統があることが明らかになった. また,
過去の災害でも，集落住民は自発的に自助・共助活動を

始め，｢住民の自助・共助意識が高いと思う｣と回答した． 
災害時，集落の安否確認は組の｢中国版LINE｣の

WeChatグループで行われている．情報途絶する場合，集
落AとBが含める龍池鎮すべての社区は，龍池鎮や都江堰
市と連絡が取れる内線トランシーバーが整備されている

ことにより，外部との連絡が取れる一方，集落内部の情

報伝達は，住民同士→組長→小区→居民委員会のシステ
ムにより人力で情報を伝えている．しかし，集落は通信

が途絶した場合の具体的な集落内部の情報伝達体制や安

否確認体制を策定しておらず，大規模災害では混乱を来

す可能性が高い． 
調査対象者に集落内部の安否確認体制を整備しない理

由を聞くと，｢過去の経験から，安否確認において問題に

ぶつかったことがないので，体制を作成する必要がない

と判断しました．｣と回答した．このことから，集落が防

災計画を策定する際には，過去の被害経験を参考に，課

題が生じたものに対して対策を検討するが，このように

して作成された防災計画は潜在的・未経験のリスクに対

しては不十分であると考えられる． 
f) 二次被害 

四川大地震における多数の傷病者が同時に発生した場

合，傷病者の緊急度や重症度を判断できず，適切な処置

や搬送が行なわれなかったため，二次被害が生じたこと

があった．また，2. (4) d)に集落の｢衛生院｣（保健所）は
災害時に基本的医療支援が提供できると述べているが，

重傷者を治療する機材や能力がない．そのため，｢衛生

院｣の医師または自治防災組織成員が優先的な治療を必要

とする負傷者を適切に判断できるような訓練を行うべき

であると考えられる． 
また，集落AとCの防災リーダーによると，出水期にお

ける警戒レベルの発令する時，防災リーダは大体眠れな 
く，24時間当直することによる防災活動者の体・精神的
損害が生じることがあると考えられる． 
その一方，出水期において，落石が生じ，冠水路面に

遭遇することが多く，防災活動を行うとき危険に遭遇す

る可能性があるため，集落では防災活動者を対象に安全

教育を行なっている． 
g) 集落防災リーダーの｢過信｣ 

集落可能な防災課題を尋ねる時，集落の防災リーダー

は｢今の防災体制は整っている｣，｢安全だから，大丈夫だ

と思う｣や｢対策がないけど，大きな影響に至らなくて，

災害時には解決できると思う｣など集落の防災対策が十分

整っている認識があることに気づいた．また，集落が直

面し続ける地質災害課題に着目しているが，それ以外の

災害に対してあまり関心を持っていない．これらにより，

集落の防災リーダーは集落の防災課題や危険性を過小評

価するなどの｢過信｣があると考えられる． 
この意識に至る原因は以下の3つであると考えられる． 
・2014年集落の｢地質災害応急予案｣を作成した後，大 
規模な災害が発生したことがなく，災害時における活動

の展開が比較的に順調であり，被害がなかったため，集

落自治防災組織のリーダーは｢整備された計画は十分で，

問題がない｣と思うようになっている． 
・2008年の四川大地震において，家屋の倒壊が多くの
死傷者を出した主な原因である．現在，移住した集中居 

表６ アンケート調査の設問項目 
 設設問問項項目目 設設問問番番号号 

リリススククへへ

のの認認識識 

災害経験 Q1 
集落における災害の発生可能性 Q2 
集落における集合住宅区域の各種自然

災害に対して安全性評価 Q3 

集落における農家住宅の各種自然災害

に対して安全性評価 Q4 

集落における土砂災害危険箇所の各種

自然災害に対して安全性評価 Q5 

自自治治防防災災

組組織織のの平平

常常時時活活動動

ににつついいてて 

直近一年間で自治防災組織が行った防

災活動内容について Q6 

直近一年間で防災訓練や防災教育など

活動の参加回数 Q7 

防災訓練の内容 Q8 
防防災災計計画画

やや防防災災組組

織織のの評評価価 

防災計画の整備状況に対する評価 Q9 
集落自治防災組織の整備状況に対する

評価 Q10 

求求めめらられれ

るる改改善善策策

ににつついいてて 

提言した集落防災計画に関する改善策

の重要度評価 
Q11 

技術導入の重要度評価 Q12 
自治防災活動における情報重要度評価 Q13 

 自治防災活動で苦労している点 Q14 

個個人人属属性性 

年齢 Q15 
性別 Q16 
所属 Q17 
役割 Q18 

 

表７ アンケート調査の実施状況 
実実施施期期間間 2021年12月7日～12月11日 
方方法法 Web 調査 
対対象象者者 3集落の自治防災組織成員・住民 
有有効効回回答答数数 80 

 
住区域の住宅の耐震等級M8.0 以上であるため，｢家が崩
れないと地震は大丈夫｣という意識がある． 
・専門家からの指導が少なく，自治防災組織のリーダ

ーは十分な防災知識や防災意識が持っていないため，集

落が存在している防災課題を十分に認識できず，目の前

の問題点や行政側が強調している課題しか見えない． 
中山間地域集落のような外部との差異がある｢小社会｣

において，防災計画の作成や防災活動の指揮責任を担当

している集落自治防災組織リーダーは，このような防災

課題や危険性を過小評価するという｢偏見｣を平常時でも

意識的に排除できるようにしておくことが重要である． 
 
 
４．自治防災組織成員と住民へのアンケート調査 
 

3.で整理した都江偃市中山間地域集落で抱えている自
治防災活動の課題を検証し，集落に求められる改善策を

検討するため，中山間地域集落住民と自治防災組織成員

にアンケート調査を行った． 
 

(1) 設問項目 

本アンケート調査の設問項目を表6に示す．前章で整理
した要改善の課題やその改善策を検証するため，Q1〜Q5
の｢リスクへの認識｣やQ9〜Q10の｢集落の防災計画や自治
防災組織の整備に対する評価｣に関する設問を設定し，自

治防災活動の普及率を明らかにするため｢自治防災組織の

平常時活動について｣に関する設問を設定し，求められて

いる対策を明らかにするため｢改善策の重要度について｣，

｢技術導入の重要度評価｣や｢自治防災活動における情報の
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重要度評価｣に関する設問を設定し，最後に｢自治防災活

動で苦労している点｣に関する設問や｢個人属性｣に関する

設問を設定した． 
 

(2) 調査の概要 

アンケート調査の実施概要を表7に示す．本調査は，ヒ

アリング調査対象の集落防災リーダーに依頼し，自治防

災組織を主な対象者として集落防災組織の SNS (WeChat)
グループに｢都江偃市中山間地域集落における自治的防災

活動に関する調査｣というタイトルで Web 調査を実施し，

87件の回答を得た．また，防災に関する知識を持たない

友人にアンケートを答えてもらったところ，8分ほどの解

答時間を要したため，回答時間は100秒以内のアンケート

を無効とし，結果的に80件の有効回答を得た． 
回答者の年齢は20代が12％，30代が15％，40代が38％，

50代が35％となっており，性別の割合は，男性62.5％，

女性37.5％となっている．全80人のうち34人(42.5％)の回

答者が自治防災組織の成員であり，自治防災組織成員の

年齢は20代と30代が26.5%，40代と50代が73.5％となって

おり，性別比はほぼ1:1となっている．また，約9割の回

答者は1回以上の自然災害による被災経験があり，集落自

治防災組織は災害に遭った経験があることがわかる． 
 

(3) 調査結果 

図9は回答者の災害時の役割分担状況を尋ねた結果であ

る．回答者の半分以上は自分の役割を意識でき，一般住

民も防災活動を行うべき意識があることが明らかになる

一方，このような｢災害時にも活躍できる住民｣を自治防

災組織に参加してもらうことが重要と考えられる． 
図10は回答者の集落の｢集中住宅区域｣｢一般農家住宅区

域｣や｢地質災害隠患点区域｣ごとに地震，地震，内水氾濫，

外水氾濫，土砂災害や山火事に対して安全性評価を尋ね

た結果である．3集落の区域安全性評価の平均値折れ線グ

ラフの形状はほぼ同じであるため，土砂災害が一番危険

と思われ，次は地震，外水氾濫，内水氾濫，山火事の順

であることがわかる．また，｢一般農家住宅区域｣や｢地質

災害隠患点区域｣の安全性は，｢集中住宅区域｣と比べて比

較的低いと認識されている，また， すべての自然災害に

対して，回答者は集落が｢やや安全｣と認識していること

がわかる．被災経験が極めて多い都江偃市中山間地域に

おいて，自治防災組織成員や住民のリスク認識度が低い

という｢リスクとリスク認知のギャップ｣が見られる． 
図11は直近一年間で自治防災組織が行った防災活動内

容を尋ねた結果であり，｢防災広報｣，｢集落内の防災訓

練｣や｢防災マップの作成・見直し｣の普及率が高く，回答

率が約７割を占めている．一方で，｢防災計画の作成・見

直し｣活動の普及率は比較的に低い． 
図12は直近一年間で以上防災活動の参加頻度について

尋ねた結果であり，回答者の84%は1回以上の防災活動へ

の参加経験があることがわかる．このうち，｢4回以上｣の

回答者は半分以上を占めており，集落防災活動の参加率

は高いことがわかる． 
図13は防災訓練の活動内容ついて尋ねた結果である．

｢警戒情報伝達訓練｣や｢避難勧告の発令｣のような｢地質災

害隠患点｣における災害警戒活動訓練が重視されており，

約7割の回答者は参加したことがわかる． 
図14は集落防災計画や防災組織の整備状況に対する評

価であり，両方とも｢十分｣や｢やや十分｣と回答した人数

は回答者の約85％を占めており，高い評価を受けている

ことがわかる．集落における明らかな課題があるが，回

答者は集落の課題を意識できないという課題が改めて浮 

 
図９ 役割分担（N=80,MA） 

 

 

図 10 集落の安全性評価（N=80,SA） 

 

 
図 11 自治防災活動の普及率（N=80,MA） 

 

 
図 12 防災活動の参加頻度（N=80,SA） 

 

 
図 13 各種防災訓練の普及率（N=80,MA） 
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図 14 集落防災計画(左)や防災組織の整備状況(右) 

に対する評価（N=80,SA） 

 

 
図 15 自治防災活動における苦労している点 

(N=80,MA) 

 

 
図 16 防災対策重要度の評価（N=80,SA） 

 

 
図 17 技術の重要度の評価（N=80,SA） 

 

 
図 18 防災情報の重要度の評価（N=80,SA） 

 

き彫りになった． 
図15は自治防災活動において苦労している点を尋ねた 

結果である．特に課題となるのは｢防災訓練の参加者が集 
まらない｣であり，自治防災組織の成員が住民に代わって

訓練に参加する可能性があることがわかる．次に課題と

なるのは｢予算が足りない｣や｢人手が足りない｣などの資

源不足に関するものである. 
また，集落防災計画の改善策の重要度(図16)，技術導
入の重要度(図17)や防災情報の重要度(図18)を尋ねた結果

は，すべての対策は高い評価が受けていることがわか

る．そのうち，防災計画の改善における｢全世帯の安否確

認手段の明確｣や｢行政，専門家から指導を受けること｣が

最も重要と思われ，技術の導入における集落課題の明確

化のための｢ハザードマップの導入｣や，｢災害警戒技術の

導入｣，｢災害監視システムの導入｣が極めて重要であると

認識されている．また，災害時防災情報の重要度におけ

る｢集落住民の安否確認情報｣，｢地震時の余震や豪雨災害

時の降雨量などの災害時状況｣や｢避難所の状況に関する

情報｣も重要であると認識されている． 

 
 

５．集落自治防災活動の発展性に関する考察  
 
これまでの調査で得られた都江偃市中山間地域集落自

治防災活動の取組の現状，課題およびアンケート調査の

検証結果から，｢防災組織の統合｣，｢専門家の指導を受け

て防災計画の作成｣，｢全世帯の安否確認手段の整備｣，

｢災害監視や災害警戒技術の導入｣，｢ハザードマップの作

成｣，｢限られた資源の活用方の検討｣，｢防災計画を住民

に周知する｣や｢住民全員の参加が求める防災訓練の実施｣

は優先的に対応すべき項目になっていることが明らかと

なった．このことを踏まえ，日本の自主防災組織の対策

を参照し，都江偃市中山間地域集落における自治防災活

動の発展性を検討する． 

 

(1) 自治防災組織の規範化 

日本は災害対策基本法において，｢自主防災組織｣を｢住

民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織｣（第5条
第2項）として，市町村がその充実に努めなければならな

い旨規定されている19）． 
その一方で，ヒアリング調査によると，都江偃市中山

間地域集落における自治的防災組織はいくつかのグルー

プに分かれ，構成員が複数の組織に参加しており，自分

が所属している組織の定義に対しての認識は比較的に不

明確である．また，組織がまだ命名されておらず，その

定義も曖昧であると感じている．この課題に対して，ま

ず日本のように自治的防災組織の定義を明確化した上で，

集落の｢自治防災組織｣を再編して統合し，規約や規範な

どを制定することが必要である．その上で，組織体制を

しっかりと構築することや防災訓練など活動を実施する．

住民の自治防災組織への帰属意識を高めることで，集落

防災における課題の｢自分ごと化｣につながると推測する． 
 

(2) リスク認知の向上 

a) リスク認知の共有 

都江偃市では，これまで自然災害による被害が頻発し

ているが，調査によって，他の区域より土砂災害発生の

リスクが高い｢地質災害隠患点｣が安全と認識されてい

る．これらにより，自治防災組織成員や一般住民はとも

に集落における災害リスクに対する認識不足が見受けら

れる．また，ヒアリング調査からは，調査対象者は集落

の被害リスクが低いと認識しており，その認識と潜在的

災害リスクが一致していないことを明らかになった． 
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リスク認識は主観的であるが，居住地域において明確

にされた災害リスクに対する意識を高め，災害が発生時

に正しい判断や防災活動を行うことが極めて重要である. 
今後の発展性について，d)の住民全員を対象に防災訓

練の実施やハザードマップの作成などを行い，集落の防

災課題を明確した上で地域全体のリスク認識を高めるこ

とができると考えられる． 
b) 集落防災課題の明確 

ヒアリングやアンケートの調査からは，集落の防災リ

ーダーは集落の防災課題や危険性を過小評価する｢過信｣

があると考えられる．また，集落は直面し続ける地質災

害課題に着目しているが，それ以外の災害に対してあま

り関心を持っていないことにも気づいた．また，明らか

な課題が存在している集落の防災計画や防災組織の整備

状況は｢十分｣と評価されていることも示された． 
これらは，集落の自治防災組織の構成員や住民は，集

落の防災課題を十分に認識していないことを示す． 
地域社会の防災上の課題を明確に把握しなければ，そ

の課題に対して効果的に適切な対応策を講じることはで

きない．しかし，集落は防災課題を明確化する能力がな

いため，専門家の指導や過去実際に起きた災害の見直し

などの手段により地域の防災課題を抽出することが必要

である. 
c) 防災計画を住民への周知 

アンケート調査からは，集落は改善策として｢防災計画

の住民への周知｣が求められているが，直近一年間で自治

防災組織が行った防災活動について尋ねた結果は，地域

防災活動の展開の｢根｣である｢防災計画の作成・見直し｣

の普及率が低いことを明らかにした．また，ヒアリング

調査結果においても同様に，集落防災計画を住民全員

に，特に｢集中居住区域｣の住民に周知しなかったことが

課題としてあげられている． 
そのため，作成した地域防災計画を活用するため，日

常的広報活動や防災訓練を通じて，どのような災害が起

きうるか，どの時どのような阻害要因が働き，どのよう

に避難することを住民に周知していくか20)が今後防災対

策推進の重点だと考えられる． 

d) 住民全員の参加が求める防災訓練の実施 

ヒアリング調査からは，都江偃市中山間地域集落の防

災訓練は事前練習を行っており，自治防災組織の構成員 
や｢地質災害隠患点｣が住んでいる住民だけ参加している

課題が存在していることが明らかになった．このような

ことを避けるため，すべての住民が防災訓練を参加する

ことが求められる．少なくとも住民に防災活動の行動手

順の共通認識を醸成することが必要である． 
アンケート調査で｢自治防災活動における苦労している

点｣を尋ねた結果は，特に課題となるものは｢防災訓練の

参加者が集まらない｣ことであった．この課題を解決する

ため，まず，地域全員を対象とした防災訓練を既存のも

のに加える．次にたくさんの住民が参加してもらう｢参加

しやすい訓練｣や｢楽しめる訓練｣を企画し，住民に事前周

知する．最後に防災訓練の実施内容を記録し，防災訓練

の実施における｢課題｣や｢改善点｣を抽出することによ

り，地域特性に応じた集落防災対策を改善し，防災訓練

内容を充実することが発展方向の1つと考えられる．  
 

(3) 地震防災計画の策定 

都江偃市中山間地域では，地震が起こる可能性が高い

が，集落は地震防災計画がない．そのため，早期に地震

防災計画を策定することが重要である． 

a) 防災計画ガイドラインの明確化と具体化 

ヒアリング調査からは，集落は地震防災計画を作成し

たいものの，それを独自に策定する能力がないことにつ

いて聞き取れた．そのため，市から防災計画作成マニュ

アルまたはガイドラインを提供することが重要と考えら

れる. 

b) 専門家の指導を受けて防災計画の作成・見直し 

アンケート結果によると，｢行政，専門家から指導を受

けること｣は，2番目に重要な対策であると評価された．

適切な防災計画を策定するため，防災に関する専門家か

らの助言及び指導等を受け，防災計画の整備，災害予防

又は応急対策等を実施することで，防災計画の実用性や

防災活動の実効性を向上させられると考えられる． 

c) 全世帯安否確認手段の整備 

アンケート調査における防災情報の重要度の平均得点

については，｢集落住民の安否確認｣は最も重要と評価さ

れたが，現地調査により，集落の安否確認では，今のと

ころ統一的体制がないことを明らかにした．このため，

あらかじめ安否確認体制を整えておくことが重要であ

る． 
集落では，通信できる状況においてSNSグループで安

否確認が行えるが，通信途絶の発生という災害実態を想

定し，異なる状況に対して連絡手段を統一することが必

要である．そして，わかりやすい連絡内容を決めて，連

絡手段の使い方を住民に周知し，誰もが確認できる方式

を検討することが有効な対策と推測する． 
 

(4) 災害に強いまちづくりの推進 

a) 技術の導入 

アンケート調査から，ハザードマップ，災害警戒技術

や災害監視システムの導入が求められている．ヒアリン

グの結果によると，都江偃市中山間地域集落の災害監視

や災害警戒活動は，人力で行なっているため，自治防災

組織に大きく依存している．これらの災害監視や災害警

戒活動は自治防災組織活動の仕事量の大半以上を占めて

いるため，調査対象者も関連技術の導入が欲しいとの要

望があった. 
そのため，中国で開発されたリアルタイムのモニタリ

ング，データ収集，伝送，収集，分析，警報の機能が一

体となった全自動専門モニタリング警報システム16)など 
施設整備の必要性に関する認識共有と整備の促進が重要 
と考えられる． 
b) ハザードマップの作成 

ハザードマップとは，自然災害により予測される災害 

の発生地点，被害の拡大範囲および被害程度，さらには

避難経路，避難場所などの情報を地図に示したものであ

る21)．ハザードマップは住民全員のリスク認識を高める

ことができ，集落防災計画を住民に示すわかりやすい方

法であるため，集落ハザードマップの作成は極めて重要

だと考えられる． 
そのため，日本のハザードマップを参考にし，都江偃

市ハザードマップの作成及び利活用の推進が有用な防災

対策であるといえる． 
 

(5) 集落間連携体制の作成 

災害時に単独集落を超えた防災活動連携体制の整備を

図り，従来の居民委員会単位での取り組みだけではな

く，平常時や災害復旧時に地域社会が互いに助け合うと

いう本来の伝統や習慣に基づいた集落間の連携・協力を

前提とした体制の確立が必要と考えられる． 
 

 

128



 

 11 

６．まとめ  
 
本研究は，都江偃市中山間地域集落の現状，地域特性

や自治的防災活動の実態を把握した上で，存在している

課題を検討し，地域の特徴に応じて調査対象集落自治的

防災活動の発展性を考察することを目的として，まず都

江偃市中山間地域における3つの集落に現地調査，自治防

災組織の組織長を対象にヒアリング調査を行い，｢平常時

活動｣，｢災害時活動｣や｢他活動｣の3視点で集落における

自治防災活動の現状を把握した．次に，集落の自治防災

組織を対象に，ヒアリング調査とアンケート調査を行

い，自治防災活動の課題を把握するとともに，日本の自

主防災活動の対策に基づき，今後集落における自治防災

活動の発展に向けた示唆を得た． 
l 集落自治的防災組織が命名されず，定義や規範もな

い．組織での活動を円滑に行うため，組織を統一的命

名し，規約や規範などを制定することが必要である． 
l 集落防災組織の成員集落の課題を過小評価する｢過信｣

があり，集落住民のリスク認識と潜在的災害リスクが

一致していないため，集落防災課題を明確し，防災広

報などによる住民全員にリスク認識の共有を醸成し，

住民全員が参与できる防災訓練を行うことが必要であ

る． 
l 集落は独自に地震防災計画を策定する能力がないた

め，行政側から防災計画作成マニュアルの提供し，専

門家の指導を受けしながら優先的に解決すべき課題を

確定し，集落地震防災計画を早めに策定することが重

要である． 
l ハザードマップと災害警戒技術や自治防災活動と組み

合わせることにより，防災組織成員の負担を軽減し，

自治防災活動をより効果的に行うことができる． 
l 平常時から防災関係機関と企業と大学が連携可能な体

制や集落間の連携体制を検討する． 
最後に，今後の課題としては，まず他の中山間地域集

落を調査対象となることで，都江偃市中山間地域集落全

般的課題を把握し，より適用性高い提案を行うことが可

能と考えられる．また，集落自治防災組織成員や住民の

リスク認知の低さの影響要因をアンケート調査で明らか

にすることが必要である． 
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１．はじめに 
 

研究背景

近年，気候変動に起因する豪雨によって，適切な流下

能力を超越する洪水被害が多発している．そのような環

境下において，治水対策を目的とするダムでは想定を上

回る洪水 ＝超過洪水(1) 時に，流入量と同量を放流する

｢異常洪水時防災操作｣が行われることがある．本来，ダ

ムは流入量の一部を貯水することで，洪水を調節してい

る．しかし，この操作はダムが満杯になった際，流入量

と同量を放流することでダムの水位がそれ以上上昇しな

いようにする．つまりダムがないことに等しい状況であ

り，｢異常洪水時防災操作｣は水害を悪化させているわけ

ではない1)．

しかし，ダム下流域で水害が発生すると，住民とダム

管理者との間に対立が発生する．例えば2018年7月の豪雨

災害 西日本豪雨 では，全国8か所のダムでこの操作が行

われた2)．中でも愛媛県にある野村・鹿野川ダムでは下

流域が広範囲にわたって浸水したほか，9名の死者が発生

する事態となった3)．このことに関して，ダム管理者で

ある国土交通省側は｢規則通りに運用したため被害は天災

である｣と主張する一方で，住民側からは｢ダムがあるの

に水害が発生しては意味がない｣との声が上がっている4)．

同様の対立は1990年の永源寺ダム緊急放流5)，2006年の

鹿児島県北部豪雨災害6)7)，2007年の森吉ダム緊急放流8) 

 

などでもみられた．  

異常洪水時防災操作をめぐって， 年に発生した東

日本台風は多量の降雨をもたらし，この影響により6ヶ所

のダムで操作が実施された．豪雨の増加に伴って限界に

達するダムが増え，対立が生まれずとも災害リスクは高

まっている現状にある．

以上の点で，管理者と住民との間でダムの役割や効

果・その限界に対しての認識のすれ違いが懸念され，そ

れが被害に影響しているとするならば，是正する必要が

ある．

関連既往研究と行政の取り組み

ダムに対する住民意識に関する既往研究について，片

田ら 1)は，ダムの洪水調節機能に対する住民意識の構

造・特性に関する研究を行った．住民へのアンケート調

査により，ダムに対する認識のすれ違いの存在について

示したほか，住民の理解特性の構造化，それに基づく解

決策の提示なども合わせておこなった．また他の片田ら
9)の研究では，シュミレーションシステムの開発を行っ

たうえで認識の改善に取り組むなど，対策の検討も併せ

て行った．

ダム建設と住民意識に関して河村ら10)や滝口ら11)12)13)

は，水没移転地区やダムが立地する下流地域の住民に対

するアンケート調査によって，ダム建設への評価や合意

地域安全学会論文集 No.41, 2022.11

131



 

 

2 

形成の際に重視すべきことなどを，住民意識の側面から

明らかにした．

洪水調節等ダム操作に関する研究に関し，下坂ら14)や

吉村ら15)は，ダムの放流や容量をモデル化することによ

り，効率的な放流量決定手法や，容量再分配によるリス

ク低減策について示した．

行政の取り組みに関して，異常豪雨の頻発化に備えた

ダムの洪水調節機能に関する検討会2 では，平成30年7月
豪雨で，ダム操作にかかわる情報が住民の避難行動につ

ながっていないことを論点の１つとして指摘し，対策を

講じるべきとしている．ダムの洪水調節に関する検討会
16)では，令和元年東日本台風の対応を踏まえ，非常時の

ダム操作について住民にわかりやすく説明を行う方針や，

平時からの情報共有，説明コンテンツの工夫によるリス

クコミュニケーションなどの対応策が示されている．

また，情報提供方法の改善や事前放流など放流手法の

改善，ウェブサイトによる防災用語の周知の取り組み
17)18)なども合わせて行われている．

以上より，既往論文の多くはダム建設時における住民

の合意形成や，洪水時のダム操作方法に関する研究であ

り，建設後のダム認識について言及している論文はわず

かであった．また，超過洪水について，管理者側や歴史

的な経緯を踏まえて対策を講じる視点の論文は見当たら

ない．さらに，行政は様々な対策を講じた上で，ダム下

流域水害と避難を課題として認識していることが把握さ

れた．

研究目的

本研究は，逃げ遅れの解消やソフト防災の進展に，超

過洪水に対する統一的な認識の共有が必要であるという

問題意識に基づいている．そこで，①ダムの設計外力を

超える水害についてどのような議論・認識の共有がどの

程度なされていたか主に管理者側から把握すること，②

ダム建設段階やダムの特性を含めた，認識のすれ違いの

原因を明らかにすること，の2点を目的とする．

これらの目的を達することにより，設計外力を設定す

る必要のある他の治水施設・対策に対しても，得られた

新たな知見を援用することができるのではないかと考え

られる．

 
研究の構成

研究は，全国のダムを対象とし，大きく文献調査とヒ

アリング調査に分かれている．文献調査では，ダム管理

者が発行する広報の文献に，管理者としての情報提示上

の意図が反映されているものと考えた．そこで文献の記

事を抜き出し，KJ法などを用いて集計した記事構成比を

もとに，超過洪水の扱い方や，内容の充実度・頻度など

を調査した．ヒアリング調査では，全国のダムの中から

建設年代・規模・管理者の異なる9ヶ所のダムを選定し，

聞き取った内容を整理することによって課題を発見した．

こうした調査によって，過去から現在に至るダム管理者

の広報・認識の把握を試みた． 
本研究の構成は次のとおりである．まず，２．で文献

調査，３．でヒアリング調査について，それぞれ概要と，

得られた結果・考察を示す．４．では，それらを踏まえ

て認識のすれ違いの要因抽出を行う．最後に５．で結論

と提言を述べる．

 

 
２．従前の広報の把握 

ここでは，ダムの広報や情報提供の実態について把握

するため，従前の広報の内容と得られた結果について述

べる．

方法

文献調査では，ダム広報誌4誌 建設段階のダム2誌，運

用段階のダム2誌 とダム雑誌1誌を選定(2)した．ダム広報

誌は，全国のダムの中から数年分に渡って入手可能かつ

一定期間継続して発行され，研究に適していると考えら

れるものを選んだ．（後述するヒアリング調査の対象と

したダムで広報誌の発行があった 誌も調査に加えた．）

またダム雑誌については，複数の候補の中から建設技術

など研究にそぐわない内容が比較的少ないものを調査に

適している文献として選定した．選定した各広報誌と雑

誌の概要は表 ，広報誌を発行するダムの概要については

表 に示す．

これらの文献はダムの広報を目的の一つとして発行さ

れており，多数の記事が掲載されている．そこで，掲載

されている記事内容をもとに，KJ法などを利用して記事

の類型化を行った 表3 ．具体的には，ダム雑誌について

は「設楽ダムだより」の記事を抜き出して意味を損なわ

名称 発行期間 頻度 公開範囲

設楽ダムだより 年～ 毎月～半年 町民・下流自治体に配布，

ダムっ湖 年～ 年 回ほど 南魚沼市全世帯配布，

宮ケ瀬なう ～ 年 不定期

川内沢ダム通信 年～ 年 回 地域に回覧板で配布，

水登 と ともに 年代～ 毎月 各図書館に寄付，一部

類型化した記事内容

ダ

ム

広

報

誌

ダダムムのの広広報報

ダダムムのの目目的的

ダダムム設設備備のの説説明明

ダダムム見見学学

関関係係者者へへのの説説明明

工事

事業

管理者

検討会・協議会

生活

交流

災害

環境

その他

ダ

ム

雑

誌

ダダムムのの運運用用

ダム等の技術

関係者の言葉・寄稿

会議・委員会

行事・イベント

公団のニュース

読み物

海外記事

工事・

事業

その他

不明

ダム名 段階 所在地 河川 総貯水容量 系譜

設楽ダム

設楽ダムだより
建設

愛知県

設楽町
豊川 千㎥

計画開始

～ 建設段階移行

川内沢ダム

川内沢ダム通信
建設

宮城県

名取市
川内沢川 千㎥

計画開始

～ 建設段階移行

三国川ダム

ダムっ湖）

運用

年

新潟県

南魚沼市
三国川 千㎥

計画開始

建設段階移行

運用段階移行

宮ケ瀬ダム

宮ケ瀬なう

運用

年

神奈川県

愛川町
中津川 千㎥

ダム計画発表

建設段階移行

運用段階移行

表１ 広報誌と雑誌の概要

表２ 広報誌を発行するダムの概要

表３ 類型化した記事
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表３ 類型化した記事
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表４ 『ダム治水に関する記事』の指標別構成比 
設楽ダムだより

表５ 『ダム治水に関する記事』の指標別構成比

川内沢ダム通信

ないようにラベル化した．次に，意味が近いもの同士を

結び付けることで分類し，類型化を行った．ほかのダム

広報誌はこの分類に従って記事をまとめた．また，ダム

雑誌も同様の手法で類型化した．この類型の中で，ダム

に対する認識にかかわる記事として6項目を『ダム治水に

関する記事』とし，文献中の構成比を確認した．なお，

類型化した記事内容中の太字は『ダム治水に関する記事』

を示す．また，ダム広報誌中の「工事・事業・ダムの広

報」は建設段階，「ダムの目的・ダムの設備の説明・ダ

ム見学」は運用段階のダムのみの項目である（下線の項

目）．

ダム広報誌調査結果

ダム広報誌として選定した4誌個別の調査結果と，各広

報誌を総合した記事構成比や考察について以下に述べる．

設楽ダムだより 建設段階のダム広報誌

対象としたのは，2003年～2021年までの131号分，全

350記事である．図1に記事の構成比，図3に『ダム治水に

関する記事』の構成比推移をそれぞれ示した．図1より，

『ダム治水に関する記事』に含まれる，ダムの広報や関

係者への説明は11％にとどまった．工事，事業が全体の4
割弱を占め，管理者との合計で半数を占めた．この結果

から，設楽ダムだよりでは工事・事業に関する内容を主

眼に置いた広報を行っているといえる．図3からは，工事

の進捗に合わせて増加するダムの広報の記事について，

増加傾向であることが確認された．このことから，設楽

ダムでは工事が開始される段階から工事中にかけてダム

に関する広報がなされるようになり，それ以前はあまり

なされていないことが確認された．また，近年は『ダム

治 水 に 関 す る 記 事 』 の 減 少 傾 向 が み ら れ る ．

さらに，ダム広報誌では記事の分量をより正確に把握

するため，記事数のみならず，記事の面積や文字数をも

とにした指標を加え，2指標を用いて分量を算出した．表

4より，設楽ダムだよりの『ダム治水に関する記事』の構

成比は，11.4％ 面積ベース：10.1％ であった．

以上のことから，｢設楽ダムだより｣においては，説明

会やダムの基本的な役割といった情報が提供されている

ものの，超過洪水に関する説明や，説明会の内容の広報

といった説明は不十分であることが確認された．また，

工事や建設事業に関する記事の内容が大半を占め，ダム

の効果や限界，超過洪水などダム完成後のソフト防災や

住民認識に資する情報はほとんど提供されていないこと

が分かった．建設段階のダムであることから，広報誌の

内容の多くが工事などに関する広報に割かれてしまって

いたと考えられる．

また，建設時にダムに関する広報が少ないことから，

住民側の積極的な説明会参加がない限り，ダムの限界に

ついて建設段階で知ることは難しいものと思われる．

川内沢ダム通信 建設段階のダム広報誌

対象としたのは，2014年～2021年 2018年を除く まで

の10号分，全37記事である．図2に記事の構成比，図3に
『ダム治水に関する記事』の構成比推移をそれぞれ示し

た．図2より，ダムの効果や限界に関する記事は1 4ほど

であることが確認された．しかし，｢宮ケ瀬なう｣とは異

なり，関係者への説明の割合が多いことに特徴がある．

定期的に説明会に関する記事が掲載されており，それが

反映された結果であると考えることができる．一方で，

ダムの広報は3％にとどまった．全体として大きな割合で

あったのは事業と生活であり，建設中のダムらしい結果

となった．この2項目で半数を占めている．工事はこの広

報誌とは別の資料で情報を提供しているためか，割合は

少なかった．また，記事数が少ないことが影響し，同じ

建設段階の｢設楽ダムだより｣と比較すると，記事の種類

が少ないこともわかった．図3では，『ダム治水に関する

記事』が減少傾向にあることが読み取れる．関係者への

説明など，一貫して掲載されている記事もあるが，ダム

工事の進捗に伴って伝えることのできる内容が増加し，

相対的にこうしたダムの効果などを示す情報は減少して
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記事内容 記事数 ％ 記事面積 ％

ダムの広報 6.9 6.7 
関係者への説明 4.6 3.4 
その他の記事 88.6 89.9 

計 100.0 100.0 

記事内容 記事数 ％ 記事面積 ％

ダムの広報 2.7 4.1 
関係者への説明 21.6 21.8 
その他の記事 75.7 74.1 

計 100.0 100.0 
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図１ 記事数の構成比

設楽ダムだより，
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表６ 『ダム治水に関する記事』の指標別構成比

ダムっ湖

記事内容 記事数 ％ 記事面積 ％

ダムの目的・効果 23.0 27.7 
ダム設備の説明 5.2 4.7 
ダム見学 16,0 13.2 
関係者への説明 5.0 0.4 
その他の記事 55.4 54.0 

計 100.0 100.0 

表７ 『ダム治水に関する記事』の指標別構成比

宮ケ瀬なう

いると考えられる．

さらに，『ダム治水に関する記事』の記事量を調べた．

表5より，｢川内沢ダム通信｣での構成比は，24.3％ 面積

ベース：25.9％ であった．  
以上より｢川内沢ダム通信｣では，住民説明会に関する内

容が多く掲載されていること，工事の内容が多く，ダム

の目的についてはあまり示されていないことなどが確認

された．特に住民説明会の周知を積極的に行っているこ

とが，このダムにおいては特徴といえる．また，超過洪

水に関する記事は確認されなかった．対象となる記事の

数が少ないことも影響している可能性があるが，建設段

階のダムであり，工事の内容や周知によって記事が占め

られてしまうことも，超過洪水について広報されない原

因なのではないかと考える．

ダムっ湖 運用段階のダム広報誌

対象としたのは，2003年～2021年 2016年を除く まで

の42号分，全85記事である．図4に記事の構成比，図3に
『ダム治水に関する記事』の構成比推移をそれぞれ示し

た．図2より，ダムの目的・効果が4割弱と，最も大きな

割合を占めたことが分かる．また，交流やダム見学も含

め，ダムを知ってもらう活動が活発であることが記事か

ら確認された．三国川ダムが｢地域に開かれたダム｣とし

て指定されていることや，地域密着型の比較的小規模な

ダムであることも影響していると考えられる．また，図3
の『ダム治水に関する記事』数の構成比推移をみると，

増減はあるものの，比較的多く割合を占めており，ダム

に関して関心を高めるとともに，効果や限界に対する理

解を深めたいとする管理者の意図が窺える．

またダムのHPを見てみると，通常の洪水調節の説明や

緊急警報の発令状況・ライブカメラ等非常時に運用され

るものはあるものの，超過洪水に対する説明など，通常

時からダムの限界について詳しく知らせる広報はほとん

ど確認できなかった．総じて，ダムからの放流に関する

危険性などは広報されているものの，すべき広報のみに

とどまっている現状が窺える．ライブカメラや警報レベ

ルの表示など，緊急時に切迫度が把握できる広報の整備

が充実している一方，平常時からの備えという観点から

みると，広報誌，HPともに内容の不足がある．また，洪

水調節効果の説明をすることで，ダムの役割について説

明する一方で，治水の限界については言及していない．

こうした点は効果の広報を重視することで，過大な安心

感を生む可能性について考慮されていないことが窺える．

さらに，『ダム治水に関する記事』の記事量を調べた．

表6より，｢ダムっ湖｣での構成比は， 44.6％ 同：46.0％
であった．

以上より，｢ダムっ湖｣ではダム治水に関して比較的多

くの記事が確認でき，またそうした広報によってダムに

関して関心を高めるとともに，効果や限界に対する理解

を深めたいとする管理者の意図が窺えた．また，緊急放

流を含めた放流時の注意喚起に関しても頻繁に行ってい

ることから，非常時に対する広報の内容は充実している

といえる．

しかし，超過洪水に対する平常時からの備えという観

点での広報は十分とはいえず，より高頻度に，わかりや

すく行う必要性がある．また，ダムに対する認識を正確

なものとするためには，効果を発信する際，同時に限界

についても示すなどの工夫が必要である．関係者に対す

る説明の記事が少ないことも把握され，内容を充実化さ

せる必要がある．

宮ケ瀬なう 運用段階のダム広報誌

対象としたのは，2013年～2020年までの76カ月分，全

239投稿である． ｢宮ケ瀬なう｣のみ，ブログ形式である

ため投稿とした． 図5に記事の構成比，図3に『ダム治水

に関する記事』の構成比推移をそれぞれ示した．図5から，

『ダム治水に関する記事』は1 4程度にとどまることが確

認された．これとは別に環境や交流についての内容が多

かった．その理由としては，管理者側がダムを観光の対

象として位置づけ，宣伝的な側面の強い広報になってい

るからであると考える．宮ケ瀬ダムは，来訪者数が全国

でも有数のダムであり，周辺に観光施設が立地している

という地域的な特性もある．また，首都圏にも近い．こ

うした条件から，広報の内容がダムの目的や効果につい

ての発信ではなく，ダムの魅力や地域の魅力の宣伝を重

視していると考えられる．また図3より，『ダム治水に関

する記事』が平均して2～3割を占めていることが確認さ

れた．ダムに関する内容が少なくないように思えるが，

この数値には観光としてのダム見学の投稿が含まれてい

ることに注意が必要である．

さらに，『ダム治水に関する記事』の記事量を調べた．

表7より，｢宮ケ瀬なう｣での構成比は， 25.1％ 文字数ベ

ース：25.6％ であった． 
以上より，｢宮ケ瀬なう｣はダムについて，災害に関す

る情報発信の場としての活用ではなく，ダム見学や観光

の一環として実際に来てもらうこと，興味を持ってもら

うことを第一に考えて作られた情報ツールであると考え

られる．また，制作している管理者側の意図の１つとし

て地域振興があり，ダムに関しては表層的な情報にとど

め，実際に来て知ってもらうという姿勢を大切にしてい

記事内容 記事数 ％ 文字数 ％

ダムの目的・効果 5.9 5.6 
ダム設備の説明 5.4 6.1 
ダム見学 13.8 13.9 
関係者への説明 0.0 0.0 
その他の記事 74.9 74.4 

計 100.0 100.0 

ダム見学
14%

ダムの目
的・効果

6%

ダム設備の
説明
5%

環境
28%

交流
14%

災害
4%

管理者
1%

その他
28%

図４ 記事数の構成比

ダムっ湖， ＝

図５ 記事数の構成比

宮ケ瀬なう，
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表６ 『ダム治水に関する記事』の指標別構成比

ダムっ湖

記事内容 記事数 ％ 記事面積 ％

ダムの目的・効果 23.0 27.7 
ダム設備の説明 5.2 4.7 
ダム見学 16,0 13.2 
関係者への説明 5.0 0.4 
その他の記事 55.4 54.0 

計 100.0 100.0 

表７ 『ダム治水に関する記事』の指標別構成比

宮ケ瀬なう

いると考えられる．

さらに，『ダム治水に関する記事』の記事量を調べた．

表5より，｢川内沢ダム通信｣での構成比は，24.3％ 面積

ベース：25.9％ であった．  
以上より｢川内沢ダム通信｣では，住民説明会に関する内

容が多く掲載されていること，工事の内容が多く，ダム

の目的についてはあまり示されていないことなどが確認

された．特に住民説明会の周知を積極的に行っているこ

とが，このダムにおいては特徴といえる．また，超過洪

水に関する記事は確認されなかった．対象となる記事の

数が少ないことも影響している可能性があるが，建設段

階のダムであり，工事の内容や周知によって記事が占め

られてしまうことも，超過洪水について広報されない原

因なのではないかと考える．

ダムっ湖 運用段階のダム広報誌

対象としたのは，2003年～2021年 2016年を除く まで

の42号分，全85記事である．図4に記事の構成比，図3に
『ダム治水に関する記事』の構成比推移をそれぞれ示し

た．図2より，ダムの目的・効果が4割弱と，最も大きな

割合を占めたことが分かる．また，交流やダム見学も含

め，ダムを知ってもらう活動が活発であることが記事か

ら確認された．三国川ダムが｢地域に開かれたダム｣とし

て指定されていることや，地域密着型の比較的小規模な

ダムであることも影響していると考えられる．また，図3
の『ダム治水に関する記事』数の構成比推移をみると，

増減はあるものの，比較的多く割合を占めており，ダム

に関して関心を高めるとともに，効果や限界に対する理

解を深めたいとする管理者の意図が窺える．

またダムのHPを見てみると，通常の洪水調節の説明や

緊急警報の発令状況・ライブカメラ等非常時に運用され

るものはあるものの，超過洪水に対する説明など，通常

時からダムの限界について詳しく知らせる広報はほとん

ど確認できなかった．総じて，ダムからの放流に関する

危険性などは広報されているものの，すべき広報のみに

とどまっている現状が窺える．ライブカメラや警報レベ

ルの表示など，緊急時に切迫度が把握できる広報の整備

が充実している一方，平常時からの備えという観点から

みると，広報誌，HPともに内容の不足がある．また，洪

水調節効果の説明をすることで，ダムの役割について説

明する一方で，治水の限界については言及していない．

こうした点は効果の広報を重視することで，過大な安心

感を生む可能性について考慮されていないことが窺える．

さらに，『ダム治水に関する記事』の記事量を調べた．

表6より，｢ダムっ湖｣での構成比は， 44.6％ 同：46.0％
であった．

以上より，｢ダムっ湖｣ではダム治水に関して比較的多

くの記事が確認でき，またそうした広報によってダムに

関して関心を高めるとともに，効果や限界に対する理解

を深めたいとする管理者の意図が窺えた．また，緊急放

流を含めた放流時の注意喚起に関しても頻繁に行ってい

ることから，非常時に対する広報の内容は充実している

といえる．

しかし，超過洪水に対する平常時からの備えという観

点での広報は十分とはいえず，より高頻度に，わかりや

すく行う必要性がある．また，ダムに対する認識を正確

なものとするためには，効果を発信する際，同時に限界

についても示すなどの工夫が必要である．関係者に対す

る説明の記事が少ないことも把握され，内容を充実化さ

せる必要がある．

宮ケ瀬なう 運用段階のダム広報誌

対象としたのは，2013年～2020年までの76カ月分，全

239投稿である． ｢宮ケ瀬なう｣のみ，ブログ形式である

ため投稿とした． 図5に記事の構成比，図3に『ダム治水

に関する記事』の構成比推移をそれぞれ示した．図5から，

『ダム治水に関する記事』は1 4程度にとどまることが確

認された．これとは別に環境や交流についての内容が多

かった．その理由としては，管理者側がダムを観光の対

象として位置づけ，宣伝的な側面の強い広報になってい

るからであると考える．宮ケ瀬ダムは，来訪者数が全国

でも有数のダムであり，周辺に観光施設が立地している

という地域的な特性もある．また，首都圏にも近い．こ

うした条件から，広報の内容がダムの目的や効果につい

ての発信ではなく，ダムの魅力や地域の魅力の宣伝を重

視していると考えられる．また図3より，『ダム治水に関

する記事』が平均して2～3割を占めていることが確認さ

れた．ダムに関する内容が少なくないように思えるが，

この数値には観光としてのダム見学の投稿が含まれてい

ることに注意が必要である．

さらに，『ダム治水に関する記事』の記事量を調べた．

表7より，｢宮ケ瀬なう｣での構成比は， 25.1％ 文字数ベ

ース：25.6％ であった． 
以上より，｢宮ケ瀬なう｣はダムについて，災害に関す

る情報発信の場としての活用ではなく，ダム見学や観光

の一環として実際に来てもらうこと，興味を持ってもら

うことを第一に考えて作られた情報ツールであると考え

られる．また，制作している管理者側の意図の１つとし

て地域振興があり，ダムに関しては表層的な情報にとど

め，実際に来て知ってもらうという姿勢を大切にしてい

記事内容 記事数 ％ 文字数 ％

ダムの目的・効果 5.9 5.6 
ダム設備の説明 5.4 6.1 
ダム見学 13.8 13.9 
関係者への説明 0.0 0.0 
その他の記事 74.9 74.4 

計 100.0 100.0 
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表８ ヒアリング調査のダム概要

ダム名 段階 所在地 河川 総貯水容量 開発主体

八ッ場ダム 運用 年 群馬県長野原町 吾妻川 千㎥ 国土交通省

城山ダム 運用 年 神奈川県相模原市 相模川 千㎥ 神奈川県

儀明川ダム 建設 新潟県上越市 儀明川 千㎥ 新潟県

川俣ダム 運用 年 栃木県日光市 鬼怒川 千㎥ 国土交通省

五十里ダム 運用 年 栃木県日光市 鬼怒川 千㎥ 国土交通省

湯西川ダム 運用 年 栃木県日光市 鬼怒川 千㎥ 国土交通省

川治ダム 運用 年 栃木県日光市 鬼怒川 千㎥ 国土交通省

ることが窺える．

各広報誌を総合した記事内容の割合と傾向

から の結果より，『ダム治水に関する記事』は多

く存在しないことが分かった．また，その構成比が4誌で

最も高かったダムっ湖の記事内容について精査したとこ

ろ，多くが認識を改めるには不十分な記事量であり，ま

た表面的な内容が多いことも見て取れた．このことか

ら，ダムに対する認識を改善させるほどの記事は，どの

広報誌においても内容・量ともに確認できず，ダム広報

誌は超過洪水に関する十分な広報ができているとはいえ

ない．

また，建設段階・運用段階の広報誌記事構成比を示し

た図6,7より，ダムの段階によって記事の構成比は大きく

異なることや，図8より，広報誌によって重視する内容が

異なることが分かる．これらから，広報の規定が明確で

ないことが考えられる．

ダム雑誌調査結果

対象としたのは，ダム管理者の一主体である水資源開

発公団が発行している雑誌｢水登ともに 水とともに｣

1971年～2000年  2013年～2021年 である．同様に全

4171記事を対象とし，構成比を確認した．その結果『ダ

ム治水に関する記事』は3％程に留まった 図9 ．また，

そうした記事は近年数が増えてきてはいるものの継続し

て1割に満たない低水準で推移していることも明らかとな

った 図10 ．以上より，超過洪水に関して長い間殆ど広

報されていないことが分かり，広報不足が認識のすれ違

いを生む原因である可能性が示唆される．

３．ダム管理者の認識の把握 
 
ダム管理者の認識の把握と２．の調査結果の確認を兼

ねて行ったヒアリング調査の内容と，得られた結果につ

いて述べる．

 
方法

ヒアリング調査は，規模・建設段階・建設年代・管理

者等の条件が異なる9つのダムを選定して行った．選定過

程は，まず国が管轄するダムのまとめ役である国土交通

省流水管理室にヒアリング調査を行い，ヒアリングに適

したダムを紹介していただいた．その後ダムの規模や，

建設段階などによって管理者の認識が変わる可能性を踏

まえ，可能な限り条件の異なるダムにもヒアリングを行

った．最終的に９ダム分のヒアリング結果を得た．各ダ

ムにおいて管理職から現場の方まで様々な方をヒアリン

グ対象としたが，個別の役職名は個人の特定につながる．

公表の了承を得ていないためここでは明示しない．なお，

以下に示す結果はダム管理者を代表した意見として伺っ

たものである．各ダムの概要について表 に示す． 川内

沢・宮ケ瀬両ダムは表 を参照．

尋ねた内容は，ダム下流域水害や超過洪水に関係する3
項目についての取り組みや意見・認識などである．対象

ダムと伺った内容について表9に示す．各対象者に対して

オンラインビデオ通話サービス Zoom等 や対面にてヒア

リングを実施したのち，回答内容を録音・文章化し，意

見と事実に分けてラベル化を行ったうえでKJ法によって

整理した．
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表９ ヒアリング調査概要

法を利用したヒアリング調査分析結果

ここでは伺った3項目ごとに，分析結果と考察を述べる．

ダム治水に関する情報提示上の課題

ダム治水に関する情報提示上の課題に関するKJ法の結

果について，図12で大きなブロックで構成された，5つの

課題が抽出された．①広報媒体拡大の困難さ，③ダムへ

の関心の低さ，④不明確な広報の対象，⑤ダムの特性，

⑥管理者の問題である ②は課題ではない内容のため省

略 ．①に関して，ある管理者からは｢広報誌発行の規定

はなくダムごとに判断している｣という話があり，このこ

とは，２．で示した文献調査での考察を裏付ける内容で

あった．③では，｢被害が発生するまで関心を持ってもら

えない｣，④では，｢建設時は，広報が対地元になってし

まう G ｣などという話が聞かれ，また，⑤に関しては

｢専門性が高く，ダムの説明が難しい L ｣，⑥に関して

は｢住民に不足している情報がないかわからない P ｣と

いった話が聞かれた．こうしたダム管理者の話から得ら

れた広報の課題をKJ法でまとめると，ダムの特性に起因

する様々な課題によって複雑に影響しあっていることが

結果から読み取れた．図11は，｢受益者までの距離が遠い

こと J ｣というダムの特性が｢住民に不足している情報が

ないかわからない P ｣というダム管理者の課題につなが

るまでの関係と，それに関する関係性を表した図である．

下流域までの距離が遠いこと J は，下流住民のダムへの

無関心の原因となり C ，ダムに無関心であると，説明

会を開いても人が集まらなくなる D ．結果として，ダ

ム管理者は住民に不足している情報が分からなくなり，

情報の提示がさらに困難な状況に陥る．また，不足して

いる情報が分からないのは下流が広域であり，説明の主

体が多すぎることも影響している．さらに，住民の無関

心には，ダムから下流域まで距離があることだけでなく，

専門性が高い施設であり，説明されても理解が困難であ

る L からといった影響も考えられる．

このように，ダム治水に関する広報には様々な情報提

示上の課題が存在しているとともに，複雑に関係しあっ

ている．こうしたことやダム特有の課題が，認識のすれ

違いに影響している可能性があると考えられる．

関係主体との関わり

関係主体との関わりでは，自治体に対しての内容と住

民に対しての内容とで，回答に差があることが分かった．

自治体に対しては｢自治体の方はダムのことをよくご存じ

です．｣などといった事実ベースの話になることが多い．

一方で，住民については｢住民の方にもダムの理解は得ら

れていると思います．｣といった意見・推測ベースの話に

なることが多かった．これは，市役所などと違い，上位

の行政レベルの国や県が管轄するダムでは，住民と関わ

る機会が不足し，結果として関係性が希薄になっている

からであると考えられる．こうした住民との希薄な関係

性が，住民との間で，ダムに対する認識について共有さ

せる機会を減少させる原因になっていると考えられる．

超過洪水に対する認識

超過洪水に対する認識では，ダム管理者の間で超過洪

水に対する共通の危機感が存在していることが確認でき

た．その一方で，超過洪水に関して住民等に対し説明を

行っているかという問いに対しては意見が分かれた．説

明を行っていると答えた管理者は，超過洪水によって発

生しうるリスクを最大限考慮して判断を下しているとこ

ろが多くみられた．説明を行わないと答えた管理者から

は，｢誤解が広まるようなことは避けたい．｣という，誤

解が強まりかえって人々の認識を誤った方向に導いてし

まうのではないかといった懸念や，想定外の事態である

超過洪水に関しての認識が不足していると思われる例も

あった．このように，超過洪水に関してダム管理者は危

機感を感じている一方で，説明に関しては積極的な場合

と消極的な場合があり，ダムによって判断が異なる．

４．認識のすれ違い要因の抽出 
 
片田ら1)は，ダム管理者と住民との間のすれ違いの存在

について示している．ここでは３．で述べた調査により

抽出された論点を示すことで，こうしたすれ違いの要因

について管理者側から考察を行う．

論点の抽出

見つかった課題から解決策を見出すことを目的に，論

点の抽出を行う．これまで，住民が欲している情報と提

供されている情報に齟齬があるのではないかとの考えか

ら，情報提供について検討してきた．管理者側がどのよ

うに情報を提供するかという観点で抽出するとするなら

ば，主要な活動である「広報」，それをつかさどる管理

者の「認識」，広報以外の管理者の「取り組み」という

点が必要である．

抽出された論点は，3項目に分類して表 で示す．

論点の考察

で抽出された論点に対し，３．で得られた結果も踏

住民に不足している
情報が分からない（P） ダム管理者

専門性が高く
説明が難しい（L）

ダム管理者

下流の住民は
ダムに無関心（C）

受益者までの
距離が遠い（J）

説明会に人が
集まらない（D）

下流が広域
（H）

対象ダム
八ッ場ダム，川内沢ダム，宮ケ瀬ダム，城山ダム，儀明川ダム

川俣ダム，五十里ダム，湯西川ダム，川治ダム

伺った内容
ダム治水に関する情報提示上の課題

⚫ 広報誌や，対外的な発信を行う資料の製作は行っているのでしょうか．

⚫ 資料館などでの展示内容は，どういったものなのでしょうか．

⚫ 今までのダム建設にかかわる資料はありますでしょうか．

⚫ 広報活動に関し，課題に感じていることがありましたらお教えください．

関係主体との関わり

⚫ 自治体等にダムについて説明する機会はあるのでしょうか．その際，治水効果

やその他効果に関して，質問が寄せられることはあるでしょうか．また，内容

はどういったものが多いでしょうか．

⚫ 住民説明会のような機会はあるのでしょうか．具体的な内容・割合はどういっ

たものになるのでしょうか．ダムに関して，どんな質問が多いでしょうか．

⚫ ダムの建設プロセスの中で，環境アセスやダムの計画・タイプ・効果などの上

下流住民に対する説明・議論は，一般的にいつ，だれが行うのでしょうか．

⚫ 治水効果の説明に際し，何を最も大切にしていますでしょうか．

⚫ ダムにも限界があることや，異常洪水時防災操作の可能性についての説明は行

っているのでしょうか．どのように行い，それに対してどのような意見が寄せ

られるのでしょうか．

⚫ 自治体・住民と治水や，その他ダムに関して何か連携して行っていることはあ

りますでしょうか．

超過洪水に対する認識

⚫ 異常洪水時防災操作に対する取り組み状況についてお教えください．

⚫ 西日本豪雨前後で治水に関する取り組みに変化した点はありますでしょうか．

⚫ 超過洪水に関する議論は，ダム建設のどの段階で行われるのでしょうか．

⚫ 住民の方を含め，一般の方は異常洪水時防災操作・通常の防災操作・ダムその

ものに対してどのような考えを持っているとお考えでしょうか．

図 様々な情報提示上の課題
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表９ ヒアリング調査概要

法を利用したヒアリング調査分析結果

ここでは伺った3項目ごとに，分析結果と考察を述べる．

ダム治水に関する情報提示上の課題

ダム治水に関する情報提示上の課題に関するKJ法の結

果について，図12で大きなブロックで構成された，5つの

課題が抽出された．①広報媒体拡大の困難さ，③ダムへ

の関心の低さ，④不明確な広報の対象，⑤ダムの特性，

⑥管理者の問題である ②は課題ではない内容のため省

略 ．①に関して，ある管理者からは｢広報誌発行の規定

はなくダムごとに判断している｣という話があり，このこ

とは，２．で示した文献調査での考察を裏付ける内容で

あった．③では，｢被害が発生するまで関心を持ってもら

えない｣，④では，｢建設時は，広報が対地元になってし

まう G ｣などという話が聞かれ，また，⑤に関しては

｢専門性が高く，ダムの説明が難しい L ｣，⑥に関して

は｢住民に不足している情報がないかわからない P ｣と

いった話が聞かれた．こうしたダム管理者の話から得ら

れた広報の課題をKJ法でまとめると，ダムの特性に起因

する様々な課題によって複雑に影響しあっていることが

結果から読み取れた．図11は，｢受益者までの距離が遠い

こと J ｣というダムの特性が｢住民に不足している情報が

ないかわからない P ｣というダム管理者の課題につなが

るまでの関係と，それに関する関係性を表した図である．

下流域までの距離が遠いこと J は，下流住民のダムへの

無関心の原因となり C ，ダムに無関心であると，説明

会を開いても人が集まらなくなる D ．結果として，ダ

ム管理者は住民に不足している情報が分からなくなり，

情報の提示がさらに困難な状況に陥る．また，不足して

いる情報が分からないのは下流が広域であり，説明の主

体が多すぎることも影響している．さらに，住民の無関

心には，ダムから下流域まで距離があることだけでなく，

専門性が高い施設であり，説明されても理解が困難であ

る L からといった影響も考えられる．

このように，ダム治水に関する広報には様々な情報提

示上の課題が存在しているとともに，複雑に関係しあっ

ている．こうしたことやダム特有の課題が，認識のすれ

違いに影響している可能性があると考えられる．

関係主体との関わり

関係主体との関わりでは，自治体に対しての内容と住

民に対しての内容とで，回答に差があることが分かった．

自治体に対しては｢自治体の方はダムのことをよくご存じ

です．｣などといった事実ベースの話になることが多い．

一方で，住民については｢住民の方にもダムの理解は得ら

れていると思います．｣といった意見・推測ベースの話に

なることが多かった．これは，市役所などと違い，上位

の行政レベルの国や県が管轄するダムでは，住民と関わ

る機会が不足し，結果として関係性が希薄になっている

からであると考えられる．こうした住民との希薄な関係

性が，住民との間で，ダムに対する認識について共有さ

せる機会を減少させる原因になっていると考えられる．

超過洪水に対する認識

超過洪水に対する認識では，ダム管理者の間で超過洪

水に対する共通の危機感が存在していることが確認でき

た．その一方で，超過洪水に関して住民等に対し説明を

行っているかという問いに対しては意見が分かれた．説

明を行っていると答えた管理者は，超過洪水によって発

生しうるリスクを最大限考慮して判断を下しているとこ

ろが多くみられた．説明を行わないと答えた管理者から

は，｢誤解が広まるようなことは避けたい．｣という，誤

解が強まりかえって人々の認識を誤った方向に導いてし

まうのではないかといった懸念や，想定外の事態である

超過洪水に関しての認識が不足していると思われる例も

あった．このように，超過洪水に関してダム管理者は危

機感を感じている一方で，説明に関しては積極的な場合

と消極的な場合があり，ダムによって判断が異なる．

４．認識のすれ違い要因の抽出 
 
片田ら1)は，ダム管理者と住民との間のすれ違いの存在

について示している．ここでは３．で述べた調査により

抽出された論点を示すことで，こうしたすれ違いの要因

について管理者側から考察を行う．

論点の抽出

見つかった課題から解決策を見出すことを目的に，論

点の抽出を行う．これまで，住民が欲している情報と提

供されている情報に齟齬があるのではないかとの考えか

ら，情報提供について検討してきた．管理者側がどのよ

うに情報を提供するかという観点で抽出するとするなら

ば，主要な活動である「広報」，それをつかさどる管理

者の「認識」，広報以外の管理者の「取り組み」という

点が必要である．

抽出された論点は，3項目に分類して表 で示す．

論点の考察

で抽出された論点に対し，３．で得られた結果も踏

住民に不足している
情報が分からない（P） ダム管理者

専門性が高く
説明が難しい（L）

ダム管理者

下流の住民は
ダムに無関心（C）

受益者までの
距離が遠い（J）

説明会に人が
集まらない（D）

下流が広域
（H）

対象ダム
八ッ場ダム，川内沢ダム，宮ケ瀬ダム，城山ダム，儀明川ダム

川俣ダム，五十里ダム，湯西川ダム，川治ダム

伺った内容
ダム治水に関する情報提示上の課題

⚫ 広報誌や，対外的な発信を行う資料の製作は行っているのでしょうか．

⚫ 資料館などでの展示内容は，どういったものなのでしょうか．

⚫ 今までのダム建設にかかわる資料はありますでしょうか．

⚫ 広報活動に関し，課題に感じていることがありましたらお教えください．

関係主体との関わり

⚫ 自治体等にダムについて説明する機会はあるのでしょうか．その際，治水効果

やその他効果に関して，質問が寄せられることはあるでしょうか．また，内容

はどういったものが多いでしょうか．

⚫ 住民説明会のような機会はあるのでしょうか．具体的な内容・割合はどういっ

たものになるのでしょうか．ダムに関して，どんな質問が多いでしょうか．

⚫ ダムの建設プロセスの中で，環境アセスやダムの計画・タイプ・効果などの上

下流住民に対する説明・議論は，一般的にいつ，だれが行うのでしょうか．

⚫ 治水効果の説明に際し，何を最も大切にしていますでしょうか．

⚫ ダムにも限界があることや，異常洪水時防災操作の可能性についての説明は行

っているのでしょうか．どのように行い，それに対してどのような意見が寄せ

られるのでしょうか．

⚫ 自治体・住民と治水や，その他ダムに関して何か連携して行っていることはあ

りますでしょうか．

超過洪水に対する認識

⚫ 異常洪水時防災操作に対する取り組み状況についてお教えください．

⚫ 西日本豪雨前後で治水に関する取り組みに変化した点はありますでしょうか．

⚫ 超過洪水に関する議論は，ダム建設のどの段階で行われるのでしょうか．

⚫ 住民の方を含め，一般の方は異常洪水時防災操作・通常の防災操作・ダムその

ものに対してどのような考えを持っているとお考えでしょうか．

図 様々な情報提示上の課題
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ダムについて誤
解されていると
感じる

  経験   
 頻発 下 と
 距離 近さが
 解をえる  
になっている 
由だと思う

間違った情 は
危険で、正しい
情 を持てば危
険は少ない

建設から年月が
経ち、ダム 存
在が当たり前に
なっている

情 が多すぎる
とかえって受け
取ってもらえな

い

    発行 
有無はダムに
よって判断され
ている

キャラクターや
HP 改良、

YouTube  用

子供たち   
 受け入れ     発行は

ダム次第

    継続は
難しい

   は職員一
人が担当

SNSは団体とし
て発信が難しく、
実現しなかった

B.  に対する 
確なルールがない

①新たな  を制
作する際 課題

A.  媒体拡大が
難しい

ダムに興味を持っ
てもらえない

上下    が
あっても参加し
てもらえない

避難訓練を実施
しても人が集ま

らない

下  人はダム
に無関心

出前講座 実施

被 が発 する
まで関心を持っ
てもらえない

C.下  住民はダ
ムに無関心である

D.   機 に人
が集まらない

③ダム  関心が
低いという課題

資料館では地元
PRが優先される

建設時は 事に
関する  が多
くなる

建設時はお金 
話が主になる

建設時下  住
民に  など 
  は行わない

建設時は対地元
になってしまう

住民からは用地
や 事に関する
質問が多い

G.建設時   は対
地元になりやすい

F.地元住民はダム
   に関心はな

い
E.運用時、  は
地元が優先される

④   対象 
課題

提言 中にも現
実 に実現不可
能な内容がある

建設期間が長く、
行政文書が残っ
ていない

何が  に不足
しているか、何
か起こってから
でないとわから

ない

住民と関わる機
 がなく、 解
 度合いが分か
らない

O.提言と現場 実
態に不整合がある

P.住民に不足している内
容が把握されていない

N.行政文書がなく、
過去   を 証
できない

⑥   内部 
課題

ダム    示
し方は水位低減
  くらいしか

ない

下 域 自治体
数 人口が大き
く、最下 まで
  できない

水 時 水位上
昇を抑えた  

をPR

河川利用 全員
に周知できない
 で、住民 代
表 や事   
自治体担当 に
向けて  する。

専門性が高く、
 解されづらい

テロ対策と  
と ジレンマが

ある

ダム 立地が悪
いと認識してく
れない

受益 と移転 
が異なることか
ら   話にな
りにくい

水位 予測が難
しく、情 が錯

綜した

必要とされる情
 が人によって
異なる

無関心な人に関
心を持ってもら
う は難しい

ど くらい水位
が上がるかとい
う質問に回答す
る が難しい

M.ダムは  
を示しづらい

H.   対象が 
域である

K.技術 限界から確
実な  が不可能

J.受益 まで 距
離が遠い

L.専門性が高く、
 解が難しい

I.安全性 確保と
 解 促進 兼ね
合いが難しい

⑤ダム 特性に
よる   課題

②   必要性
 認識

事実

意 

建設段階

運用段階
相反

関連 可能性

ラベル グループと
ラベル間で関連

グループ間で
関連

凡例

図１２ 「ダム治水に関する情報提示上の課題」の 法による整理
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まえつつ考察を行う．

超過洪水に関する情報について，十分開示されている

のか

ヒアリング調査によって，情報が十分開示されている

ダムと，そうでないダムがあることが明らかとなった．

ダム広報誌調査の結果では，ダムの運用に関して効果な

どについて説明している記事は見られたものの，超過洪

水の可能性や，その際の具体的な避難などについての記

事は殆ど見られなかった．これは，広報誌だけでなく，

ダム雑誌においても同様であった．住民説明会では説明

しているとしていたダム管理者もあったが，その管理者

の発行する広報誌にはそうした記載は見られなかった．

このことは，3つの要因を示唆する．

①超過洪水に関して，広報する具体的なルールが存在し

ていないこと．

②超過洪水について，住民説明会などで説明したとして

も広報には載せていないこと．

③超過洪水に関する住民への認識の浸透はできていない

にもかかわらず，超過洪水に関するダム管理者側から

の説明が不足していること．

ダムは，建設から時間が経つにつれて，その存在が当

たり前のものとなり，特に下流住民にとっては安全神話

ができることで，避難の遅れにつながる．これを防ぐた

めには，建設時から下流に対してダムの情報を積極的に

発信するとともに，それを継続させる必要がある．

ダムに関する正しい認識を醸成するための広報が，従

前より行われてきたのか

文献調査の結果から，この論点については，広報が不

十分であった可能性があると結論づけることができる．

調査によって，過去の広報媒体についても内容の構成比

について検証したが，超過洪水や，ダムについての説明

が十分なされているとはいえなかった．一方で，ヒアリ

ングにおいて，従前より出前講座や説明会の際にダムの

放流の危険について説明しているという声も聞かれた．

このことから，広報媒体にはないものの，別の冊子や口

頭での説明が行われていた可能性はある．しかし，現在

確認できる資料から判断すると，ダムに対して適切な認

識ができる広報資料を発見することはできなかった．

ダムの効果の示し方は適切であるか

このことについて，ヒアリングでは運用ダムにおいて

水位低減効果について効果を示している場合が多かった．

また，文献調査においても，同じ効果の説明の仕方がな

されていた．今後は，効果について新たな説明の仕方を

模索するとともに，効果と合わせてダムの限界について

も示す説明の姿勢が求められる．

広報に対する規定は十分であるか

調査結果から，広報は現場の判断で行われていること

が明らかとなった．こうした広報誌が現場の任意で制作

されているという状況は改める必要があるのではないだ

ろうか．ダムは地域特性の大きな治水施設であり，下流

域に対して放流の知識やリスクについて伝える必要なツ

ールでもある．広報の内容や発行についての規定を定め，

どのダムでも広報が実施される環境を作る必要がある．

建設時，運用時とダムの段階に応じ，下流域に適切な

広報があったか

ヒアリングから，小規模なダムでは建設段階でもダム

の限界などについて説明しているという意見が得られた

一方，広報誌調査から，建設段階では工事の内容が多く

を占め，ダムの治水に関する内容に関してほとんど触れ

られていないことも明らかとなった．ダムの存在が当た

り前になる前の建設段階から，対地元，対下流域住民と

いう二方向の広報の視点で広報を考える必要がある．

広報を災害対策の一つとして重視しているのか

広報誌には防災的な効果を狙うものではなく，単にダ

ムを紹介したり観光の目的として作成されていたりする

ものが存在した．このことから広報を重視していない現

状が考えられる．広報の規定づくりに加え，目的，対象

を明確に分けたPRが必要である．

想定外を想定した広報ができているのか

超過洪水が発生した場合に関し，取り決め以上の対策

は聞かれなかった．ここから，管理者は｢想定外の事態｣

に対する事前の心構えが不足している可能性がある．想

定外に対応した要素についても広報に取り入れる必要が

ある．

ダムの特性による理解の不足を考慮してきたか

道路や橋，堤防や導水路など，効果が目で見てわかり

やすい構造物と比較し，ダムは特にその専門性の高さ，

立地などから住民の理解が進みにくい施設である．調査

からも，ダムならではの広報の難しさが聞かれた．広報

を制作する際は，わかりやすさを心掛けるとともに，ダ

ムは特性により操作や効果が理解されにくい施設である

ということを踏まえた内容にする必要がある．

文書の保管基準は適切であるか

行政文書は保存期間が定められているが，超過洪水に

関する検討などを行った資料に関してもし廃棄が行われ

るとするならば，保存期間について考え直す必要がある

のではないかと考える．ダムに対する議論のプロセスが

分かる資料を残しておくことは，今後の超過洪水に対す

る対策を考えるうえでも重要である．

広報に対するフィードバックを十分行ってきたか

ヒアリング調査から，ダム管理者は住民のダムの理解

度をうまく認識していないことが明らかとなった．これ

は，住民との関わりの希薄さに起因するが，広報を発信

すること自体が目的化されていることにも問題がある．

さらなる広報の改善のために，広報の効果を積極的にフ

ィードバックする必要がある．

広報

・超過洪水に関する情報について，十分開

示されているのか．

・ダムに関する正しい認識を醸成するため

の広報が，従前より行われてきたのか．

・ダムの効果の示し方は適切であるか．

・広報に対する規定は十分であるか．

・建設時，運用時とダムの段階に応じ，

下流域に適切な広報があったか．

・広報を災害対策の一つとして重視してい

るのか．

・想定外を想定した広報ができているの

か．．

管理者の

認識

・ダムの特性による理解の不足を考慮して

きたか．

管理者の

取り組み

・文書の保管基準は適切であるか．

・広報に対するフィードバックを十分行っ

てきたか．

表１０ 抽出された論点
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まえつつ考察を行う．

超過洪水に関する情報について，十分開示されている

のか

ヒアリング調査によって，情報が十分開示されている

ダムと，そうでないダムがあることが明らかとなった．

ダム広報誌調査の結果では，ダムの運用に関して効果な

どについて説明している記事は見られたものの，超過洪

水の可能性や，その際の具体的な避難などについての記

事は殆ど見られなかった．これは，広報誌だけでなく，

ダム雑誌においても同様であった．住民説明会では説明

しているとしていたダム管理者もあったが，その管理者

の発行する広報誌にはそうした記載は見られなかった．

このことは，3つの要因を示唆する．

①超過洪水に関して，広報する具体的なルールが存在し

ていないこと．

②超過洪水について，住民説明会などで説明したとして

も広報には載せていないこと．

③超過洪水に関する住民への認識の浸透はできていない

にもかかわらず，超過洪水に関するダム管理者側から

の説明が不足していること．

ダムは，建設から時間が経つにつれて，その存在が当

たり前のものとなり，特に下流住民にとっては安全神話

ができることで，避難の遅れにつながる．これを防ぐた

めには，建設時から下流に対してダムの情報を積極的に

発信するとともに，それを継続させる必要がある．

ダムに関する正しい認識を醸成するための広報が，従

前より行われてきたのか

文献調査の結果から，この論点については，広報が不

十分であった可能性があると結論づけることができる．

調査によって，過去の広報媒体についても内容の構成比

について検証したが，超過洪水や，ダムについての説明

が十分なされているとはいえなかった．一方で，ヒアリ

ングにおいて，従前より出前講座や説明会の際にダムの

放流の危険について説明しているという声も聞かれた．

このことから，広報媒体にはないものの，別の冊子や口

頭での説明が行われていた可能性はある．しかし，現在

確認できる資料から判断すると，ダムに対して適切な認

識ができる広報資料を発見することはできなかった．

ダムの効果の示し方は適切であるか

このことについて，ヒアリングでは運用ダムにおいて

水位低減効果について効果を示している場合が多かった．

また，文献調査においても，同じ効果の説明の仕方がな

されていた．今後は，効果について新たな説明の仕方を

模索するとともに，効果と合わせてダムの限界について

も示す説明の姿勢が求められる．

広報に対する規定は十分であるか

調査結果から，広報は現場の判断で行われていること

が明らかとなった．こうした広報誌が現場の任意で制作

されているという状況は改める必要があるのではないだ

ろうか．ダムは地域特性の大きな治水施設であり，下流

域に対して放流の知識やリスクについて伝える必要なツ

ールでもある．広報の内容や発行についての規定を定め，

どのダムでも広報が実施される環境を作る必要がある．

建設時，運用時とダムの段階に応じ，下流域に適切な

広報があったか

ヒアリングから，小規模なダムでは建設段階でもダム

の限界などについて説明しているという意見が得られた

一方，広報誌調査から，建設段階では工事の内容が多く

を占め，ダムの治水に関する内容に関してほとんど触れ

られていないことも明らかとなった．ダムの存在が当た

り前になる前の建設段階から，対地元，対下流域住民と

いう二方向の広報の視点で広報を考える必要がある．

広報を災害対策の一つとして重視しているのか

広報誌には防災的な効果を狙うものではなく，単にダ

ムを紹介したり観光の目的として作成されていたりする

ものが存在した．このことから広報を重視していない現

状が考えられる．広報の規定づくりに加え，目的，対象

を明確に分けたPRが必要である．

想定外を想定した広報ができているのか

超過洪水が発生した場合に関し，取り決め以上の対策

は聞かれなかった．ここから，管理者は｢想定外の事態｣

に対する事前の心構えが不足している可能性がある．想

定外に対応した要素についても広報に取り入れる必要が

ある．

ダムの特性による理解の不足を考慮してきたか

道路や橋，堤防や導水路など，効果が目で見てわかり

やすい構造物と比較し，ダムは特にその専門性の高さ，

立地などから住民の理解が進みにくい施設である．調査

からも，ダムならではの広報の難しさが聞かれた．広報

を制作する際は，わかりやすさを心掛けるとともに，ダ

ムは特性により操作や効果が理解されにくい施設である

ということを踏まえた内容にする必要がある．

文書の保管基準は適切であるか

行政文書は保存期間が定められているが，超過洪水に

関する検討などを行った資料に関してもし廃棄が行われ

るとするならば，保存期間について考え直す必要がある

のではないかと考える．ダムに対する議論のプロセスが

分かる資料を残しておくことは，今後の超過洪水に対す

る対策を考えるうえでも重要である．

広報に対するフィードバックを十分行ってきたか

ヒアリング調査から，ダム管理者は住民のダムの理解

度をうまく認識していないことが明らかとなった．これ

は，住民との関わりの希薄さに起因するが，広報を発信

すること自体が目的化されていることにも問題がある．

さらなる広報の改善のために，広報の効果を積極的にフ

ィードバックする必要がある．

広報

・超過洪水に関する情報について，十分開

示されているのか．

・ダムに関する正しい認識を醸成するため

の広報が，従前より行われてきたのか．

・ダムの効果の示し方は適切であるか．

・広報に対する規定は十分であるか．

・建設時，運用時とダムの段階に応じ，

下流域に適切な広報があったか．

・広報を災害対策の一つとして重視してい

るのか．

・想定外を想定した広報ができているの

か．．

管理者の

認識

・ダムの特性による理解の不足を考慮して

きたか．

管理者の

取り組み

・文書の保管基準は適切であるか．

・広報に対するフィードバックを十分行っ

てきたか．

表１０ 抽出された論点
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５．得られた知見と提言 
 

得られた知見

３．４．の調査結果より得られた知見について，従前，

現在，今後という時系列ごとに，以下3項目に分けてそれ

ぞれ知見を示す．

従前の広報に関する知見

調査の結果，ダム広報誌において各ダムともにダムに

対する認識を正すための広報は十分でないことが分かっ

た 建設段階のダムにおいては，内容が建設や工事の内容

に偏った広報誌が作成されている．これは，工事によっ

て影響を受ける地元住民に対して広報する意向が強いた

めであると考えられる．また超過洪水に関する内容につ

いて，ダムに対する認識を改善させるような広報記事は，

ダムによって構成比が大きく異なっていた．一方で，ダ

ムに対する正しい認識を理解するための記事 異常洪水時

防災操作がどのような操作で，何をもたらすのか具体的

に説明したり，その際にとるべき行動について伝えたり

する記事など はどの広報誌においても見当たらなかった．

このことから，効果についての発信でダムに理解を得よ

うとする半面，ダムの限界について説明する機会がない

可能性がある．

他にも，ダム広報誌には，各ダムによる異なる発信意

図が存在し，その意図に基づいて制作されていることや，

ダム雑誌において，ダムの運用に関する記事は殆ど見当

たらず，特に超過洪水に関する記事は見当たらないこと

などが明らかとなった．

ダム管理者の認識・広報の課題に関する知見

ダムへの関心の低さや広報に関する決まりがないこと，

ダムという公共施設の特性などによって生まれる課題に

よって，ダムに対する正しい認識を伝えられていない．

｢ダムと受益者との距離が離れていること｣，｢技術的な限

界｣，｢説明の対象が広域である｣といった内容に関しては，

広報の課題を増加させる要因となっていることが分析か

ら明らかとなった．

またダム管理者は，自治体との関係が強く，住民とは

積極的にかかわる機会がない一方で，広報に対する明確

な決まりがないことによって，質の高い効率的な広報が

できていない．

さらに課題に影響するダムの特性としては，ダムの規

模・ダムの立地・建設された時代背景などが考えられ，

規模が小さいほど，立地が宅地に近いほど，建設年が新

しいほど住民の理解が進んでいるといえる．

ダム管理者が今後広報について行うべき取り組みに関

する知見

ダム管理者と住民等，関係者間の認識のすれ違いを是

正するために，ダム管理者が今後行うべき取り組みとし

て，次のようなものが挙げられた．

まず，建設時からの広報とその継続が挙げられる．建

設時から積極的なダムに関する広報を下流域の住民に行

い，それを継続することで切れ目のない情報提供を心掛

ける．この際に，効果についての説明方法の改善とダム

の限界の説明をするとともに，想定外に対応した広報を

心掛ける．こうして下流域の住民に対し，ダムの施設特

性に対する理解を促す．また，広報の規定を作成するこ

とも重要である．広報の頻度・視点・目的を明確にする

ことで，公務員特有の異動で担当者が変更になったとし

ても，広報業務が容易に引き継がれるようにする．

また，ただ広報を実施するだけではなく効果のフィー

ドバックも必要である．アンケート調査などを行うこと

で広報の効果について発信側が認識し，改善に努めるこ

とが必要である．

さらに，議論に関する資料を残すことや広報の先進事

例の発見と広報の充実化など，現在の広報をさらに充実

させるとともに，記録として残す取り組みも必要といえ

るのではないだろうか．

提言

知見を踏まえ，以下5つの提案を行う．

Ⅰ 広報に関する規定を定め，防災対策としての広報を

重視する．

Ⅱ 広報のフィードバックを行う．

Ⅲ 住民と平時から密にコミュケーションをとり，住民

意識の理解と認識の共有を行う．

Ⅳ 批判にとらわれず，正しい情報を発信する．

Ⅴ ダムの特性に基づいた広報を行う．

Ⅰは，広報に対する明確な規定がないことで，広報の

不足や防災の対策としての位置づけが明確でなくなって

しまう問題を解決するための提案である．各ダムが必要

最低限の情報を盛り込んだ広報を発行することで，ダム

管理者の広報に対する意識を高めるとともに，超過洪水

に対する広報の充実化の一手となる．Ⅱは，フィードバ

ックの実施によって，今まで見えていなかった住民の認

識や広報の効果について管理者側が理解するための取り

組みである．質の高い広報や，超過洪水やダムに対する

認識についてどの程度周知されているかを判断できるよ

うになる．Ⅲは，住民との関わりが希薄であることを是

正するための提案である．時間のある平時にイベントな

どコミュニケーションをとる機会を確保し，認識の共有

を図る．すでに行われているイベントのさらなる活性化

も該当する．Ⅳは，超過洪水に関しての説明に対しての

提案である．事実をありのままに説明することが認識の

共有の重要な点であり，批判を恐れず説明し続ける姿勢

が求められる．Ⅴは，ダムの特性が広報の障壁となりう

ることを理解する必要があるということである．他の施

設とは異なり，ダムは広報の障壁となる課題が散見され，

それがダムに対する認識のすれ違いにつながっている．

そこで，まずは管理者側がダムの情報提示上の課題につ

いて理解し，それを克服する内容・媒体での広報を検討

することが求められる．

６．おわりに 

本研究のまとめ

本研究は，住民と管理者のダムに対する認識の共有が

不十分であり，それが超過洪水時の被害につながる恐れ

があるという問題意識をもとに行った．超過洪水に対す

る管理者側の認識の把握と関係者間の認識のすれ違いの

原因を探ることを目的とし，文献・ヒアリング調査によ

り実態を把握・整理した．対象としたのは，ダム広報誌

や雑誌，建設・運用段階のダムである．またヒアリング

調査からは，KJ法による整理によって，広報の課題や関

係者間の関係，超過洪水に対する管理者の認識について

把握を試みた．最後に認識のすれ違いの原因について10
の論点を抽出し考察を加えた．結果として，主に以下の

ような知見を得た．

・超過洪水等の記事が長期にわたって少ないことで十分

な説明が果たせておらず，認識のすれ違いの原因とな

っている可能性がある．

・広報媒体によって防災や観光など重視する内容が異な

り，広報に係る明確な規定が設けられていないと考え
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られる．

・広報についてはダム管理者だけでなく，ダム内外で課

題が複雑に影響しあっている．例えば，下流域までの

距離が遠いことが下流住民のダムへの無関心，説明会

の参加積極性の低下などにつながり，その結果として，

管理者は住民の情報ニーズの把握困難につながってい

る．

・課題の中には管理者側により解決可能なものも存在し

ている．例えば，ダムの特性に基づいた広報の作成や

フィードバックの実施など，現状の広報活動の質を高

める活動を行うことができると考える．

今回取り上げたダムを含むすべての治水ダムは「ダム

操作規則」が定められ，公表されている．その内容がど

こまで流域の関係者に周知され，理解されているかは今

日の大きな課題であるが，今回得た知見はこの課題解決

の糸口となると考える．

今後の課題

今後改善すべき課題について，以下4点述べる．

対象とする関係者の範囲

研究では，ダム管理者側の認識について把握するため，

ダムの広報誌などによる文献調査，直接お話を伺うヒア

リング調査などを行ったが，実際は下流域の住民や，利

水関係者である電力会社，受益者である下流行政団体な

ど，多様な利害関係者が存在している．こうしたすべて

の関係者に焦点を当てて考察をさらに深められなかった

点は，今後の課題といえる．

研究に対する信頼性の不足

今回の調査は，あくまで質的な分析にとどまる．より

客観的な結論によって改善策の提案に導くためには，抽

出された課題をもとにしたアンケート調査などが求めら

れるところである．また，資料分析については，今回用

いた以外の種類の文献を調査することで，新たな知見を

得ることができる可能性がある．また今回抽出された課

題の信頼性を高める必要性がある． 
研究対象の範囲について

研究の対象としたダムは一部に限られ，そのすべてが

多目的ダムであることから他のダムでも検証する必要が

ある．  
また地域的な面に関して，今回対象としたダムは，首

都圏周辺に偏りがある．今回の研究では，ダムの立地特

性による課題の違いなども明らかとなっているところで

ある．地域的により広い範囲で検討を行うことも必要で

あると考える． 
さらに，ダム管理者の違いも偏りがある．今回対象と

した対象者は，国土交通省(国)の直轄ダムが多いことか

ら，様々な主体に対する調査を行う必要性がある． 
地域的な特性の評価が不十分であること

本研究では，調査対象を建設の段階で主に分類し，ダ

ムの立地特性やダム独自の取り組みなどについてはあま

り触れなかった．ダムについて理解を深めたうえで調査

を進められなかったという点については今後改善すべき

課題である．  

研究の展望

まず対象とする関係者の拡大が考えられる．今回対象

としたのはダム管理者のみであったが，ダムの関係者に

は代表的な住民をはじめ，自治体や利水事業者など，

様々な主体が関与している．こうした対象者も含めるこ

とで，複数関係者間で広報の効果と認識の関連性の検証

を行うことができるようになる．さらに検証の結果を反

映させることによって，より効果的な広報を作り出すこ

とができる可能性が高まる．最終的にこうした研究をダ

ム以外の治水施設に拡大させることにより，施設が内在

する特性に沿った広報の実現に役立てることができる．

こうしたプロセスは長期的な視野に立ったものではある

が，治水に対する正しい認識に基づいた，迅速かつ的確

な避難の実現に資するものと考える． 
 
なお，本研究は，科学研究費助成事業19H02398「水害

時の住民避難をより安全にする広域避難対策の社会的実

装を図る計画技術の構築」（代表者：梅本通孝）の助成

を受けて実施したものである． 
 
 
補注 

超過洪水

本研究では，ダムなどの治水施設において各々設定される設

計外力を上回る想定外の水害について，｢超過洪水｣と呼称して

いる．この名称は，一般的に広く用いられているわけではない

ものの，治水分野においては専門用語として論文・書籍などで

扱われている．

調査対象とするダム雑誌

月刊専門誌「ダム日本」 日本ダム協会発行 は調査の候補と

して検討したものの，技術面に主眼が置かれている点で研究に

適していないと判断したため，除外した．
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られる．

・広報についてはダム管理者だけでなく，ダム内外で課

題が複雑に影響しあっている．例えば，下流域までの

距離が遠いことが下流住民のダムへの無関心，説明会

の参加積極性の低下などにつながり，その結果として，

管理者は住民の情報ニーズの把握困難につながってい

る．

・課題の中には管理者側により解決可能なものも存在し

ている．例えば，ダムの特性に基づいた広報の作成や

フィードバックの実施など，現状の広報活動の質を高

める活動を行うことができると考える．

今回取り上げたダムを含むすべての治水ダムは「ダム

操作規則」が定められ，公表されている．その内容がど

こまで流域の関係者に周知され，理解されているかは今

日の大きな課題であるが，今回得た知見はこの課題解決

の糸口となると考える．

今後の課題

今後改善すべき課題について，以下4点述べる．

対象とする関係者の範囲

研究では，ダム管理者側の認識について把握するため，

ダムの広報誌などによる文献調査，直接お話を伺うヒア

リング調査などを行ったが，実際は下流域の住民や，利

水関係者である電力会社，受益者である下流行政団体な

ど，多様な利害関係者が存在している．こうしたすべて

の関係者に焦点を当てて考察をさらに深められなかった

点は，今後の課題といえる．

研究に対する信頼性の不足

今回の調査は，あくまで質的な分析にとどまる．より

客観的な結論によって改善策の提案に導くためには，抽

出された課題をもとにしたアンケート調査などが求めら

れるところである．また，資料分析については，今回用

いた以外の種類の文献を調査することで，新たな知見を

得ることができる可能性がある．また今回抽出された課

題の信頼性を高める必要性がある． 
研究対象の範囲について

研究の対象としたダムは一部に限られ，そのすべてが

多目的ダムであることから他のダムでも検証する必要が

ある．  
また地域的な面に関して，今回対象としたダムは，首

都圏周辺に偏りがある．今回の研究では，ダムの立地特

性による課題の違いなども明らかとなっているところで

ある．地域的により広い範囲で検討を行うことも必要で

あると考える． 
さらに，ダム管理者の違いも偏りがある．今回対象と

した対象者は，国土交通省(国)の直轄ダムが多いことか

ら，様々な主体に対する調査を行う必要性がある． 
地域的な特性の評価が不十分であること

本研究では，調査対象を建設の段階で主に分類し，ダ

ムの立地特性やダム独自の取り組みなどについてはあま

り触れなかった．ダムについて理解を深めたうえで調査

を進められなかったという点については今後改善すべき

課題である．  

研究の展望

まず対象とする関係者の拡大が考えられる．今回対象

としたのはダム管理者のみであったが，ダムの関係者に

は代表的な住民をはじめ，自治体や利水事業者など，

様々な主体が関与している．こうした対象者も含めるこ

とで，複数関係者間で広報の効果と認識の関連性の検証

を行うことができるようになる．さらに検証の結果を反

映させることによって，より効果的な広報を作り出すこ

とができる可能性が高まる．最終的にこうした研究をダ

ム以外の治水施設に拡大させることにより，施設が内在

する特性に沿った広報の実現に役立てることができる．

こうしたプロセスは長期的な視野に立ったものではある

が，治水に対する正しい認識に基づいた，迅速かつ的確

な避難の実現に資するものと考える． 
 
なお，本研究は，科学研究費助成事業19H02398「水害

時の住民避難をより安全にする広域避難対策の社会的実

装を図る計画技術の構築」（代表者：梅本通孝）の助成

を受けて実施したものである． 
 
 
補注 

超過洪水

本研究では，ダムなどの治水施設において各々設定される設

計外力を上回る想定外の水害について，｢超過洪水｣と呼称して

いる．この名称は，一般的に広く用いられているわけではない

ものの，治水分野においては専門用語として論文・書籍などで

扱われている．

調査対象とするダム雑誌

月刊専門誌「ダム日本」 日本ダム協会発行 は調査の候補と

して検討したものの，技術面に主眼が置かれている点で研究に

適していないと判断したため，除外した．
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日本における災害時避難所空間の利用経緯とその影響 

 
The Historical Positioning and Effect of the Designation of the Space for Disaster 

Shelters in Japan 
 
 
 

有吉 恭子1，越山 健治1 

 
Kyoko ARIYOSHI1 and ，Kenji KOSHIYAMA1 

 
 
1 関西大学 社会安全研究科 
     Graduate School of Societal Safety Sciences， Kansai University  
 
 
   Existing facilities are being converted to disaster shelters for disaster in Japan. This study traces the history of the 
current situation in Japan where evacuation shelters are "converted from existing facilities" and set up in "public 
facilities" from disaster records， relevant laws and regulations， and Diet discussions. This study revealed that 1) 
The reason for this style of evacuation centers in Japan is that public facilities such as local elementary schools were 
claimed to be effective as  disaster shelters for local residents， 2) It became clear that elementary schools were 
positioned as the central facility of the community in the event of elections and evacuations， and that measures such 
as earthquake resistance were granted to strengthen their functions and promote the designation of disaster shelters. 
 

   Keywords: disaster shelter，conversion of existing facilities， public facilities ，designation of the space for disaster 
shelter，historical positioning of the space for disaster shelters 

 
 
１．はじめに 

 
日本の避難所の生活環境については，度々国際的な難

民支援基準を下回るという指摘がされている1)．初期段

階の日本の避難所と海外の避難所を比較した場合，日本

では通常，小学校や体育館など既存施設の転用が主流と

なっているが，海外の場合「テントは極めて軽便かつ有

用な避難の場」と指摘されている2）．また廣田の1985年
メキシコ地震の報告3）では避難民の公園や三角地でのキ

ャンプが示されており，越山の1999年トルコ地震の報告
4)では，避難所対応はテントやコンテナによる対応が中

心とされている．国土技術政策総合研究所資料5)による

2008年の四川大地震報告では，被災者に救済テントが

157.97万張用意されたことが記され，坪井6）によると，

2015年ネパール・ゴルカ地震でも避難所は基本的にテン

ト村であることが報告されている．また，榛沢7)は，イ

タリア，アメリカ及び難民キャンプでも設営型施設によ

る避難所対応が多く，日本の避難所の設置場所の特殊性

を指摘している．一方，これらに対して日本の避難所空

間は，阪田の研究8)にあるように，既存施設の利用によ

る施設空間の制約がもたらす課題が避難所生活環境に関

係している可能性が指摘できる．  
しかし日本における避難所の歴史を辿ると，平安・鎌

倉時代には，病気になった旅人のために仮小屋，小屋掛

けを作る等，緊急事態時に空間を建設し困っている人を

収容し近所の者でお世話する，といった収容所のような

記録が見られる9)．その後，幾多の災害を経て避難所の

設置や運営主体が制度として準備され，現在のように避

難所の空間は「既存施設の転用」で対応するようになり，

特に「小学校等公共施設」を使用することになってきた．

また同時に避難所対応における公的責任が強くなったと

もいえる．これは，実質的な災害対応が全国どこでも欠

けることなく実施されることになった反面，各避難所空

間において行政機関の対応限界が被災者環境の悪化に直

結する事態が顕在化することになっている． 
本研究では，この日本に特有の「公共施設の転用」に

よる避難所について設置経緯と設置空間の推移を，明ら

かにすることを目的とし，災害の記録，災害救助法等関

係法令，国会議論等からその経緯を探り，避難所におけ

る課題が発生する原因にアプローチするものである． 
なお，本論においては，避難所として設置される空間の

推移に主眼をおいて分析する．本論では，避難地や避難

場所，避難所における空間等，避難する場を総称して

「避難所空間」と呼称する． 

  

  

２．避難所関連法律と設置場所に関わる先行研究 
 
現代の日本の避難所は，災害救助法に基づき設置され

ている．政府が避難所で被災者を救助する法的な根拠に

ついては内藤が整理しており，国民の最低生活の保障は

国家に責任があり，平時の市民には生活保護法に基づき，

非常災害時の罹災者には災害救助法によって行い，両方

あいまって国民の生活の保護を図るものであり，救助を

行う現場が避難所である10)．災害救助法の構造的問題点

としては，生田らが指摘しており，避難が長期になる場

合は現在の救助法とは別の定めが必要であり，避難所生

活の質の向上については，災害対策基本法に関する規定

が有効と提言している11)．また災害様相の変化に伴い災

害救助法が今も抱える課題として，八木らが明らかにし
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ており，避難所の救助について地域性を考慮していない

ことや，長期化に伴う救助の在り方，避難所での被災者

の生活レベルはどうあるべきか，という根本の思想がな

いことをあげている12)．災害救助法がもたらした災害対

応ガバナンスについて，菅野は法律成案に関するＧＨＱ

資料から読み解き，公衆衛生福祉局が災害救助法に企図

した①国家責任，②地方自治，③民間慈善の活用，④民

間の自発性に統制が及ばないように，について，現実は

条文どおりではないことを指摘している．例えば避難所

の救助全体については，中央政府のコントロール下で地

方政府が対応を決定する，民間組織は基本的に参入しな

いというガバナンスが形成されており，避難所での各ア

クターの役割分担が不明瞭であることで運営上の混乱を

招いていると指摘している13)． 
また避難所の設置場所については，現在の日本の避難

所は，災害対策基本法により基礎自治体が事前に指定す

る定めとなっており，1622の自治体で75895の施設が避難

所として指定されている．実災害時の避難所の設置場所

と生じる課題については，阪神・淡路大震災の研究では

主に学校施設を中心に公共施設が使用され，公共施設以

外の施設やテントも避難所として多く使用されていた14)．

転用の実態や経時変化の中で明らかになった課題のうち，

阪田は，「避難者の立場における避難所での問題は多様

であるが，その問題の多くは避難所に転用された施設や

オープンスペースの居住空間としての不完全さ，集団生

活等にともなうものである」と指摘し，課題解決につい

ては，玄関ホール・便所などの配置に対する配慮が重要

である一方，転用であるがゆえに課題解決が困難である

ことを明らかにしている8)．その後の新潟県中越沖地震

時，東日本大震災時，熊本地震時にも同様のことが見ら

れる． 
日本の避難所は，内藤10)が示したとおり法律に根拠が

ある公設公営の位置づけである．また法に基づき指定さ

れた既存施設を転用しているが，既存施設ゆえに発生す

る避難所での課題は阪田8)に指摘されて久しい．生田ら11)

による避難所運営が長期になった際の災害救助法で対応

する構造的な限界，八木ら12)による災害救助法の地域性

や個別性への対応への限界が示されている．菅野による

と民間組織が参入しない現在の災害対応ガバナンスが避

難所での混乱や被災者の環境悪化を招いているとしてい

る． 
このように，被災者がおかれている空間環境に課題が

あり，現実も改善せず，法的な対応にも限界があること

が明らかになっている．避難所という空間が公的な施設

に設置され，管理が公的な責任になっている現状につい

て，どのような経緯があって，節目で何を優先させて現

状になったのか，歴史を辿ることで，日本の避難所の空

間は何を尊重し，環境改善にはどういった視点が必要な

のか推論できると考えた．本論では，古来より日本にあ

った災害時の収容所はどうなったのかを踏まえ，災害の

記録，災害救助法などの避難所関係法令の成立や改正に

かかわる国会議論などから丹念に歴史的な経緯をおって，

経過や理由を明らかにするものである．手法としては，

歴史学のオーソドックスな研究手法のひとつである課題

設定型を援用し，研究成果との関りを先に考えたうえで

史料にあたる手法をとる．あたる史料については，現在

の歴史学が古文書だけでなく活字媒体や図像なども史料

として認識している作法に従い，本研究も，オープンア

クセスを活用し，避難所の空間の設置についてフォーカ

スして資料にあたることを基本とする．表記の方法につ

いては，活字媒体や図像などで確認した一次資料からの

抜粋は「」に示し，二次資料からの孫引きは，出典名と

一次資料を併記して示す． 
 

 

３．近代以前の避難所の変遷 
 
日本最古の地震の記録は，日本書紀に記されている

「允恭（いんぎょう）天皇五年秋七月丙子朔己丑．地震

（なゐふる）．」である15)．以降多くの自然災害が日本

を襲っている． 
救助の歴史では，日本書紀15)によると「那国大いに水

出でて飢ゆ，或は人相食む，傍の郡穀を転びて以て相救

へり」とあり，天災凶作による飢饉の発生に対して垂仁

天皇が備荒貯蓄として屯倉を始めたことが記されている．

また，大宝律令時代(701年～793年)においては，文武天

皇の時代に大宝律令が施行され，はじめて制度的に統一

組織化された救済制度が期待しうるに至った．大日本租

税志16)によると，非常時に備える義倉としての蓄貯制度

の確立や義倉流用の制度がある．野口武彦によると，江

戸時代の文化3年（1806年）に「御救小屋」という言葉が

最初に使われた記録があるとされている17)．本稿では明

治時代以前を近代以前，昭和以降を近・現代とし，災害

事例から避難所の設置実態について記録に基づき述べる．

災害と人的，建物被害については表１のとおり． 
 

表1 近代以前の主な災害 

 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 明暦江戸大火 (1657年)（明暦3年）  
「天災と対策：史的研究」18)によると1657年1月18日の

大火発災直後，幕府は新橋・日本橋島等5カ所で「假屋を

建て，粥施行をやった」とされ，無宿の窮民を計2696人
収容し，そこで2月12日まで粥の施行を行った． 
「仮屋」を建設し，罹災者を収容し，食べ物を給与す

るという意味で，現在の避難所の原型である「御救小屋」

の実態記録としてはこれが最も古いと推察される． 
 

b) 江戸大火 (1772年)(明和9年) 
江戸3大大火の一つ目である．北原によると，この頃か

ら，かわら版が一般化し，中世では出版物は届け出・出
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明暦江戸大火
1657
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倉庫９千余
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死者約14,700人、行方不
明者約4,000人

焼失大名屋敷169、橋梁170、寺院
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淀川大洪水
1802
(享和2年)

不明 水損郷数237村、堤防決壊43カ所

文化の大火
1806
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死者約1,200人 諸侯の邸80余、神社寺院80余

天保の大飢饉
1835-37
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全国で20～30万人の死
者

善行寺地震
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(弘化4年)

死者住民1,457人、旅人
1029人
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安政東海地震
安政南海地震

1854
(安政1年)

東海：死者約600人
南海：死者約3,000人

東海：倒壊流出約8,300、焼失600
南海：全壊約20,000、半壊約
40,000、焼失約6,000、流失約
15,000

安政の大地震
1855
(安政2年)

死者・行方不明4,741
人、傷者2,759人

全壊、火災、流失家屋70,000戸

安政の大災害
1858年
(安政5年)

死者・行方不明者161人
流失家・潰家380軒、半潰・泥込・
浸水2001軒

浜田地震　
1872
(明治5年)

死者419人、怪我人755
人

家屋13,199戸

濃尾地震　
1891
(明治24年)

死者7,273人、傷者
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全潰142,177戸、半潰80,324戸

明治三陸地震津波
1896
(明治29年)

死者・行方不明者は
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ており，避難所の救助について地域性を考慮していない

ことや，長期化に伴う救助の在り方，避難所での被災者

の生活レベルはどうあるべきか，という根本の思想がな

いことをあげている12)．災害救助法がもたらした災害対

応ガバナンスについて，菅野は法律成案に関するＧＨＱ

資料から読み解き，公衆衛生福祉局が災害救助法に企図

した①国家責任，②地方自治，③民間慈善の活用，④民

間の自発性に統制が及ばないように，について，現実は

条文どおりではないことを指摘している．例えば避難所

の救助全体については，中央政府のコントロール下で地

方政府が対応を決定する，民間組織は基本的に参入しな

いというガバナンスが形成されており，避難所での各ア

クターの役割分担が不明瞭であることで運営上の混乱を

招いていると指摘している13)． 
また避難所の設置場所については，現在の日本の避難

所は，災害対策基本法により基礎自治体が事前に指定す

る定めとなっており，1622の自治体で75895の施設が避難

所として指定されている．実災害時の避難所の設置場所

と生じる課題については，阪神・淡路大震災の研究では

主に学校施設を中心に公共施設が使用され，公共施設以

外の施設やテントも避難所として多く使用されていた14)．

転用の実態や経時変化の中で明らかになった課題のうち，

阪田は，「避難者の立場における避難所での問題は多様

であるが，その問題の多くは避難所に転用された施設や

オープンスペースの居住空間としての不完全さ，集団生

活等にともなうものである」と指摘し，課題解決につい

ては，玄関ホール・便所などの配置に対する配慮が重要

である一方，転用であるがゆえに課題解決が困難である

ことを明らかにしている8)．その後の新潟県中越沖地震

時，東日本大震災時，熊本地震時にも同様のことが見ら

れる． 
日本の避難所は，内藤10)が示したとおり法律に根拠が

ある公設公営の位置づけである．また法に基づき指定さ

れた既存施設を転用しているが，既存施設ゆえに発生す

る避難所での課題は阪田8)に指摘されて久しい．生田ら11)

による避難所運営が長期になった際の災害救助法で対応

する構造的な限界，八木ら12)による災害救助法の地域性

や個別性への対応への限界が示されている．菅野による

と民間組織が参入しない現在の災害対応ガバナンスが避

難所での混乱や被災者の環境悪化を招いているとしてい

る． 
このように，被災者がおかれている空間環境に課題が

あり，現実も改善せず，法的な対応にも限界があること

が明らかになっている．避難所という空間が公的な施設

に設置され，管理が公的な責任になっている現状につい

て，どのような経緯があって，節目で何を優先させて現

状になったのか，歴史を辿ることで，日本の避難所の空

間は何を尊重し，環境改善にはどういった視点が必要な

のか推論できると考えた．本論では，古来より日本にあ

った災害時の収容所はどうなったのかを踏まえ，災害の

記録，災害救助法などの避難所関係法令の成立や改正に

かかわる国会議論などから丹念に歴史的な経緯をおって，

経過や理由を明らかにするものである．手法としては，

歴史学のオーソドックスな研究手法のひとつである課題

設定型を援用し，研究成果との関りを先に考えたうえで

史料にあたる手法をとる．あたる史料については，現在

の歴史学が古文書だけでなく活字媒体や図像なども史料

として認識している作法に従い，本研究も，オープンア

クセスを活用し，避難所の空間の設置についてフォーカ

スして資料にあたることを基本とする．表記の方法につ

いては，活字媒体や図像などで確認した一次資料からの

抜粋は「」に示し，二次資料からの孫引きは，出典名と

一次資料を併記して示す． 
 

 

３．近代以前の避難所の変遷 
 
日本最古の地震の記録は，日本書紀に記されている
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税志16)によると，非常時に備える義倉としての蓄貯制度

の確立や義倉流用の制度がある．野口武彦によると，江

戸時代の文化3年（1806年）に「御救小屋」という言葉が

最初に使われた記録があるとされている17)．本稿では明

治時代以前を近代以前，昭和以降を近・現代とし，災害

事例から避難所の設置実態について記録に基づき述べる．

災害と人的，建物被害については表１のとおり． 
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版許可が義務付けられていたが，江戸大火をはじめ，災

害情報に関するかわら版が突出して多く残存している状

況から，火災のような人々の生活に関わる災害情報のか

わら版は取り締まりの対象外となっていた19)． 
江戸時代は都市の成り立ちが大きく変化し，農村と都市

部の人口流動があり，あわせて発展したかわら版により，

災害後に仮屋を建てて粥を施行する手法等の救助情報が，

文字や図で農村部に届き，全国的に知られはじめた可能

性が高いと推察される． 
 

c) 淀川大洪水 (1802年)(享和2年) 
 享和3年に発行された「榎並八箇洪水記」をよみがえら

せた絵本20)によると，「水入の百姓大阪尓親る以，知音

在之人者其方へ立寄セ話相成候者於飛多ゝしく親る以，

無之者折節道頓堀芝居暑中之砌，相林居候付右芝居又ハ

上町邊，所々明借家などへ入置門口尓何村村と張紙致食

事たべ物其外御入用御公儀之御賄ニテ御救候」とある．

つまり，親類知人のある被災者はそれを頼ったが，無い

ものは道頓堀の芝居小屋や上町辺の空き借家等に収容さ

れ，収容建物の入口には被災者の居住地を貼紙で表示し

ており，既存建築を転用して避難した実態がわかる．ま

た同書には「是なと當分仮住居相成遍起所在之候付御公

儀御救小屋又丁々尓施行宿居候人々住所立帰り申」とあ

り，「御救小屋」という記載がある．芝居小屋や空き家

等の既存建築物の転用と「御救小屋」建設という併用の

実態がわかる．なお，野口武彦によると「御救い小屋と

いう言葉が最初に使われたのは1806年」とされている17）

が，本研究では，それ以前の「御救小屋」表記が見つか

った．地域の被災記録を丹念に調べれば別の記録がみつ

かる可能性が示唆される． 
 

d) 文化の大火 (1806年)(文化3年) 
 災害救助誌16)によると，「窮民の罹災せしものを仮小

屋に収容し，食を給した」とある．また，一般庶民や富

豪から塩・味噌・梅干し・握飯・ぞうり等を，また医師

から薬品を御救い小屋に寄贈したこと，それらに対して

幕府が報奨していることが記録に残されている． 
仮小屋＝御救い小屋建設を意味することと，民間から

の支援によって地方が救助を実施していることが推察さ

れる． 
 

e) 天保の大飢饉 (1835-37年)(天保6年-天保8年) 
 災害救助誌21)によると，天保年間には出羽の大洪水，

関東大風雨に続き凶作全国的大飢饉に見舞われたことか

ら「救小屋を神田等に21棟建て窮民5千百80人余を7年10
月23日から8年10月28日まで収容した」とある． 
東京市史稿22)によると「幕府の御救小屋は松屋町河岸

と神田紺屋町土手際に設けられた．25間程の長さの場所

に竹矢来を回し，葭簀張りの小屋を建てた．小屋の梁間3
間，桁行10間，入口は片側に5カ所，都合10カ所あった．

屋根は苫葺，床は琉球畳が敷かれた」とある． 
この頃の御救小屋は「迅速に建設」，「多人数を収容」

「短期間で閉所」する，仮屋扱いの実態が推察される． 
 

f) 善行寺地震 (1847年)(弘化4年) 
「地震後世俗語之種」23)によると，松代藩では御救い

小屋を小松原・川田・八幡ヶ原・北高田の四カ所に設置

し5日間，炊き出しを実施しており，「施行」とよばれる

富裕層や村などからの義捐金や救援米の献上があった．

施行は文化の大火の際にも見られた方式であるが，民間

からの支援を受けつつ官設の御救小屋で公的に運営実施

していた実態がわかる．宇佐美によると，「江戸時代は

災害の時に隣近所や親類縁者をはじめ地域社会の助け合

いで乗り切るという連帯感が常識として」あった24)．ま

た，「本堂東の松原のそばに7，8間（＝14畳から16畳）

の小屋を建てて，病人や他国から参詣にきて地震にあい

難渋する人々を救済した」「松代藩主真田幸貫は，松代

城南にある桜の馬場に避難所を設置し，生活するととも

に役所機能を移転させ」とある25)．  
善行寺地震後は，当主も避難所生活を送ったこと，

「大きめの」仮小屋を建設し，多人数を収容し，「短期

間」で民間からの支援を受け救助を実施したことが推察

される． 
 
g) 安政東海地震・安政南海地震 (1854年)(安政1年) 

1854年12月23日，24日，26日に発生し駿河湾から伊勢，

中国四国地方まで広範囲に被害が及んだ地震を示す．下

田市史資料編26)によると，被災当日には御救小屋が設け

られ，粥の炊出しを行い，翌日には近くの親類宅に行け

ない被災者が御救い小屋入りの措置をしたという．「日

本の歴史地震史料」27)には，松原村御救小屋の小屋入帳

には名前と家族構成，「長病人，大病人，眼病人，他所

奉公」など特徴により分類されており，今でいう避難所

名簿が記録として残っている．また「日本の歴史地震史

料」27)によると，田辺市に残る指定文化財である「天変

諸事記」に「權現宮馬場留め場之小家を，御救小屋に爲

致候而，御救小屋と建札致可申事．一松原芝居跡小屋，

右同斷．一御救之儀，町奉行，御代官，差圖致候而，

精々世話爲致可申事．」とある．また，町方から焚人が

詰めていたことも記されている．この頃の御救い小屋に

は名簿があり，「御救い小屋」と立札し，奉行以下が世

話をする公設公営であったことがわかる． 
 また，静岡県と和歌山県という離れた場所で同時期に

起きた地震であったが，両場所とも御救い小屋の記録が

あることから，この頃には御救い小屋は，日本における

災害後救助の標準になっていたと推察される． 
 なお，安政地震時における「高砂尾崎家裏庭の小屋掛

けの図」が残されている．小屋掛けとは，居住建物を応

急修繕して暮らすことが図示されていることから，小屋

掛けは御救い小屋（避難所）ではないと整理できる． 
 
h) 安政の大地震 (1855年)(安政2年) 
安政大地震実験談28)によると，「御救い小屋は，10月4

日の町触を以て，先ず前の三か所に設置されることが公

にされた」とあり，浅草雷門前，幸橋門外，深川海辺続

きに設置された．町触，つまり公示後に避難所を設置し

たことから，御救小屋は官設として一般的になっていた

ことがわかる．また同書に「江戸時代此仮小屋をたつる

速なる事は直にできる．その構造は，長い丸太を合掌に

くみ建立，小屋屋根はとばをふく，入り口にはむしろを

さげる」，「小屋掛といふ屋根はこけら葺きになるが，

これも定請負人方には貯えてある，凡壱坪の屋根板はふ

いてある，これを持ち出してつなぐのであるから，一枚

持ち出せば壱坪の屋根は出来あかる，羽目は四分板，重

ね障子も雨戸も貯へあるから，千坪位の仮小屋は半日に

出来てしまふ仕組が常に用意してあった」とある．御救

小屋の構造は，今でいうテントを張ることと同じような

仕組みであったことと，その建設資材は常時備蓄し，御

救小屋の定請負人も確保していることで，御救い小屋は

即日で建てることがわかる．また，日本の歴史地震史料
24)によると，御救小屋に近隣の有力者を中心に差し入れ

の形で「施行」が行われたことが記録されている．江戸

町触29)には商人層をはじめ寺院等，多額の差し入れをし
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た者が褒賞の対象者として載っている．生田によると，

安政の大地震後，幕府による救助とは別に，町民たちに

よる「施行」と呼ばれる相互扶助活動が行われ，それは

今でいうＮＰＯなどの支援活動であり，施行には，御救

い小屋にいる被災者に対して行われる「御救い小屋施

行」，被災者に直接実施される「居回り施行」，門前で

行われる「武家・寺院施行」の三種があった30）．幕府が

御救小屋を運営する立場にありつつ，運営物資を民間か

らの差し入れで補っていたことが推察される． 
 

i) 安政の大災害 (1858年)(安政5年) 
嶋本によると，加賀藩では「洪水の被害が大きかった

大田組と島組では救い小屋の設置を御郡所へ請願した．

設置された救小屋は290棟余りであった．」31)．また，同

書には，安政大災害における請願書，村々の救済内容と

処理手順について記録があり，洪水後に秩序保持のため

に，①始末方の指示がなされ，②救米の支給，救小屋の

設置 ③貸米，入用銀の支給が行われたことが示されてい

る．災害救済の内容は請願書とほぼ同様であり，安政の

大災害後の救い小屋は，官設官営とはいえ被災者からの

請願内容を実施したという意味で柔軟な避難所もあった

と推察される． 
 
江戸時代の救助と避難所について総括する．稲葉32)に

よると，江戸幕府は町方の窮民救済について，徳川禁考

令によって早くから窮民対策担当者を設置する等，天災

による窮民の増加を警戒し，町会所における窮民救済に

関する取扱い規定は具体的に定められ，「窮民御救起立」

にあるような平常時の救済以外に災害等の非常時の救済

について定められていた．また，「会議所沿革志附録」

に，年齢や家族の有無に応じた詳細な規定を定め，これ

に基づき救済は基本的には町会所で行われたが，災害等

に際しては救小屋を設置し粥等を給与して，罹災者の救

助にあたっている．救助に必要な費用については，寛政3
年(1800年）松平定信は，江戸に囲籾を設けて町費を節約

して，その余剰の7分を積み立て賑給の資となす「七分積

金制度」を定め，都市窮民政策としたが，江戸以外の

京・大坂地域では実施の記録が見当たらない． 
江戸時代は類焼者が何千人も出る大火や3度の飢饉等の

多くの災害があったせいか，緊急事態への備えがなされ

ていた．町方に関する具体的な救助対策は，①御救小屋

設置，②野宿者への炊出し，③御救米の施与という三仕

法がとられており，避難所の建設は救助の一部として制

度化されていた．江戸中期からは都市化とかわら版によ

って，都市部の救助が全国に周知され，例えば救助の原

資を貯える七分積金制度のように，都市部で実施してい

ても地方になじまなかったものもあるが，御救小屋の制

度は取り入れられ一般化されたと推察される． 
 

j) 浜田地震 (1872年)(明治5年) 
「公文録」33)によると，「罹災した浜田県庁の仮庁舎

取り立て，罹災窮民への仮小屋の設置，飯米の炊き出し

などの緊急措置の実施が報告された」とある．また，同

書に炊き出し期間は15日間だったと記録がある．大政奉

還(1867年)により明治時代になった際には，江戸幕府三

仕法を引き継いだ「水火災の節，窮民救助の措置」(1869
年)を定めて罹災者の救助を行っていたが，明治4年(1871
年)の廃藩置県後に制定された県治条例の付則として「窮

民一時救助規則」を定めており，当該緊急措置は，同規

則第一条に基づくものだった． 
本災害では，浜田県が仮小屋＝避難所を設置している

ことから避難所設置も国から機関委任されて県が実施し

たことがわかる．なお，救助の期間は15日と短いままで

ある． 
 

k) 濃尾地震 (1891年)(明治24年) 
内閣府資料34)によると，九州全土から東北地方にまで

被害が及んだことが特徴である．同資料には「家屋を失

った被災者だけでなく，倒壊を恐れて仮小屋や樹木の下

などで乞食同然に暮らしている被災者を，臨時的に収容

して保護する避難所が例えば竹ヶ鼻町では専福寺境内に

設けられた」とある．明治13年に制定された備荒儲蓄法

に基づき，避難所を設置しているが場所は民地である．

また，世界赤十字国際連盟に加入したばかりの日本赤十

字社も医員等を長期間派遣し，新聞も義捐金を募集して

いる． 
濃尾地震後の避難所の設置場所は民地であった．また，

近代日本の大災害に対して，政府だけではなく民間も対

応しており，江戸時代の御救い小屋運営時の官民連携が

続いていることがわかる． 
 

l) 明治三陸地震津波 (1896年)(明治29年) 
内閣府HPによると，最も大きな被害を受けた岩手県で

は，当時24校中20校の小学校が校舎流出し，残った校舎

は避難所や救護所にあてられたとされている35)．岩手県

陸中国南閉伊郡海嘯記事36)によると「赤十字社救護医局

を釜石尋常小学校に置く」とある．釜石尋常小学校は避

難所でもあった．明治24年濃尾地震，明治27年庄内地震

では校舎はほぼ全壊しており，学校に避難した記録はな

い．1872年に学制が発布され，1875年に約24000校が開設

されて以来，明治三陸地震津波被害時が，校舎で避難所

が設置された一番古い記録と推察される．明治時代の救

助と避難所について総括する．明治元年(1868)徳川幕府

が崩壊し，明治新政府が樹立された．政治的・経済的・

社会的に一大変革が行われ，徳川時代に定められた救助

制度である備荒貯蓄制度は各県に引き継がれた．明治8年
(1875)，窮民一時救助規則が定められたが，明治13年
(1880)には窮民一時救助規則を廃止して新たに備荒貯蓄

法が発布され，これにより現在の救助法の原型が姿を現

した．備荒貯蓄法の施行期限は20か年と定められていた

が，濃尾地震や明治三陸地震津波の大災害により，中央

儲蓄金をほぼ支出しきったことから，府県の基金をなる

べく独立させる必要があるとの観点で，罹災救助基金法

案が第10回及び第11回帝国議会に提出された．しかし成

立に至らなかったのは，救助の主体と基準額が原因であ

ったようだ．法案反対の理由は，罹災救助は国家の責務

であって都道府県ではないということが述べられている

が，費用負担が都道府県に課せられることが影響したと

推察される．第13回議会において罹災救助法は成立し，

明治32年(1899)7月1日より施行されることとなった． 
備荒儲蓄法に代えて制定された罹災者救助基金法の避

難所に関わる特徴は２つある．一つは避難所が初めて法

律に規定されたことである．各道府県に最少額 50万円

（北海道は100万円）の基金を設置させ，基金から避難所

費，食糧費，小屋掛費等を支出することとした．ただし，

設置場所については国会で論じられていない．もうひと

つの特徴は，避難所は，都道府県が責任をもって開設，

炊出しを行うことを定めたことである．この法律では小

屋掛費と食費の制限が撤廃された．政府説明員は制限を

設けなかった理由について，救助は必要がある限り救助

をすべきだという趣旨や降雪地域とそうではない地域に

必要となる小屋掛費の違いを例として説明した．この基

金法によって都道府県が避難所の費用を負担する，つま
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た者が褒賞の対象者として載っている．生田によると，

安政の大地震後，幕府による救助とは別に，町民たちに

よる「施行」と呼ばれる相互扶助活動が行われ，それは

今でいうＮＰＯなどの支援活動であり，施行には，御救

い小屋にいる被災者に対して行われる「御救い小屋施

行」，被災者に直接実施される「居回り施行」，門前で

行われる「武家・寺院施行」の三種があった30）．幕府が

御救小屋を運営する立場にありつつ，運営物資を民間か

らの差し入れで補っていたことが推察される． 
 

i) 安政の大災害 (1858年)(安政5年) 
嶋本によると，加賀藩では「洪水の被害が大きかった

大田組と島組では救い小屋の設置を御郡所へ請願した．

設置された救小屋は290棟余りであった．」31)．また，同

書には，安政大災害における請願書，村々の救済内容と

処理手順について記録があり，洪水後に秩序保持のため

に，①始末方の指示がなされ，②救米の支給，救小屋の

設置 ③貸米，入用銀の支給が行われたことが示されてい

る．災害救済の内容は請願書とほぼ同様であり，安政の

大災害後の救い小屋は，官設官営とはいえ被災者からの

請願内容を実施したという意味で柔軟な避難所もあった

と推察される． 
 
江戸時代の救助と避難所について総括する．稲葉32)に

よると，江戸幕府は町方の窮民救済について，徳川禁考

令によって早くから窮民対策担当者を設置する等，天災

による窮民の増加を警戒し，町会所における窮民救済に

関する取扱い規定は具体的に定められ，「窮民御救起立」

にあるような平常時の救済以外に災害等の非常時の救済

について定められていた．また，「会議所沿革志附録」

に，年齢や家族の有無に応じた詳細な規定を定め，これ

に基づき救済は基本的には町会所で行われたが，災害等

に際しては救小屋を設置し粥等を給与して，罹災者の救

助にあたっている．救助に必要な費用については，寛政3
年(1800年）松平定信は，江戸に囲籾を設けて町費を節約

して，その余剰の7分を積み立て賑給の資となす「七分積

金制度」を定め，都市窮民政策としたが，江戸以外の

京・大坂地域では実施の記録が見当たらない． 
江戸時代は類焼者が何千人も出る大火や3度の飢饉等の

多くの災害があったせいか，緊急事態への備えがなされ

ていた．町方に関する具体的な救助対策は，①御救小屋

設置，②野宿者への炊出し，③御救米の施与という三仕

法がとられており，避難所の建設は救助の一部として制

度化されていた．江戸中期からは都市化とかわら版によ

って，都市部の救助が全国に周知され，例えば救助の原

資を貯える七分積金制度のように，都市部で実施してい

ても地方になじまなかったものもあるが，御救小屋の制

度は取り入れられ一般化されたと推察される． 
 

j) 浜田地震 (1872年)(明治5年) 
「公文録」33)によると，「罹災した浜田県庁の仮庁舎

取り立て，罹災窮民への仮小屋の設置，飯米の炊き出し

などの緊急措置の実施が報告された」とある．また，同

書に炊き出し期間は15日間だったと記録がある．大政奉

還(1867年)により明治時代になった際には，江戸幕府三

仕法を引き継いだ「水火災の節，窮民救助の措置」(1869
年)を定めて罹災者の救助を行っていたが，明治4年(1871
年)の廃藩置県後に制定された県治条例の付則として「窮

民一時救助規則」を定めており，当該緊急措置は，同規

則第一条に基づくものだった． 
本災害では，浜田県が仮小屋＝避難所を設置している

ことから避難所設置も国から機関委任されて県が実施し

たことがわかる．なお，救助の期間は15日と短いままで

ある． 
 

k) 濃尾地震 (1891年)(明治24年) 
内閣府資料34)によると，九州全土から東北地方にまで

被害が及んだことが特徴である．同資料には「家屋を失

った被災者だけでなく，倒壊を恐れて仮小屋や樹木の下

などで乞食同然に暮らしている被災者を，臨時的に収容

して保護する避難所が例えば竹ヶ鼻町では専福寺境内に

設けられた」とある．明治13年に制定された備荒儲蓄法

に基づき，避難所を設置しているが場所は民地である．

また，世界赤十字国際連盟に加入したばかりの日本赤十

字社も医員等を長期間派遣し，新聞も義捐金を募集して

いる． 
濃尾地震後の避難所の設置場所は民地であった．また，

近代日本の大災害に対して，政府だけではなく民間も対

応しており，江戸時代の御救い小屋運営時の官民連携が

続いていることがわかる． 
 

l) 明治三陸地震津波 (1896年)(明治29年) 
内閣府HPによると，最も大きな被害を受けた岩手県で

は，当時24校中20校の小学校が校舎流出し，残った校舎

は避難所や救護所にあてられたとされている35)．岩手県

陸中国南閉伊郡海嘯記事36)によると「赤十字社救護医局

を釜石尋常小学校に置く」とある．釜石尋常小学校は避

難所でもあった．明治24年濃尾地震，明治27年庄内地震

では校舎はほぼ全壊しており，学校に避難した記録はな

い．1872年に学制が発布され，1875年に約24000校が開設

されて以来，明治三陸地震津波被害時が，校舎で避難所

が設置された一番古い記録と推察される．明治時代の救

助と避難所について総括する．明治元年(1868)徳川幕府

が崩壊し，明治新政府が樹立された．政治的・経済的・

社会的に一大変革が行われ，徳川時代に定められた救助

制度である備荒貯蓄制度は各県に引き継がれた．明治8年
(1875)，窮民一時救助規則が定められたが，明治13年
(1880)には窮民一時救助規則を廃止して新たに備荒貯蓄

法が発布され，これにより現在の救助法の原型が姿を現

した．備荒貯蓄法の施行期限は20か年と定められていた

が，濃尾地震や明治三陸地震津波の大災害により，中央

儲蓄金をほぼ支出しきったことから，府県の基金をなる

べく独立させる必要があるとの観点で，罹災救助基金法

案が第10回及び第11回帝国議会に提出された．しかし成

立に至らなかったのは，救助の主体と基準額が原因であ

ったようだ．法案反対の理由は，罹災救助は国家の責務

であって都道府県ではないということが述べられている

が，費用負担が都道府県に課せられることが影響したと

推察される．第13回議会において罹災救助法は成立し，

明治32年(1899)7月1日より施行されることとなった． 
備荒儲蓄法に代えて制定された罹災者救助基金法の避

難所に関わる特徴は２つある．一つは避難所が初めて法

律に規定されたことである．各道府県に最少額 50万円

（北海道は100万円）の基金を設置させ，基金から避難所

費，食糧費，小屋掛費等を支出することとした．ただし，

設置場所については国会で論じられていない．もうひと

つの特徴は，避難所は，都道府県が責任をもって開設，

炊出しを行うことを定めたことである．この法律では小

屋掛費と食費の制限が撤廃された．政府説明員は制限を

設けなかった理由について，救助は必要がある限り救助

をすべきだという趣旨や降雪地域とそうではない地域に

必要となる小屋掛費の違いを例として説明した．この基

金法によって都道府県が避難所の費用を負担する，つま
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り都道府県が責任をもって，避難所の開設と炊出しを行

うという意味で避難所の公営が法定されたと言える．こ

の法律によって，避難と救助に関する公的な責任が増え

てきたと推察される．なお小屋掛費は，仮設住宅建設費

とつながるため本論では小屋掛については論じない． 
 
 
４．近・現代の避難所の変遷 

 
 近現代は、建築物の材料や工法が進歩してくる.災害

時の避難所の設置場所について，災害時の記録や国会の

議論，法制度をふまえて分析する.大正以降の主な災害の

中で避難所に関する特徴的な議論や記録があるものにつ

いて述べる(表2). 

 
表2 近・現代の主な災害 

 
 
 
 
a) 関東大震災 (1923年) 
関東大震災は首都圏に死者10万人，住居消失者200万人

を超える日本の地震災害史上最大の被害をもたらした．

東京大正震災誌37)によると，多くが広域避難，親せき宅

への避難をしているが，発災から1か月後の10月9日現在

でも救助を要する罹災者が68万人以上と記録されている．

同資料には"第1節 御料地公共建物及大邸宅の開放“と

して「學校及び公衛，社寺等ノ公共建物も夫々所管又は

管理者に於テ避難民ヲ収容シ」とあり，公園7，學校42，
官公衛10，邸宅18，道路上広場14，社寺59，その他6（プ

ラットホーム及び車内，墓地等）とある．また，同資料

の“第2節天幕避難所状況”によると，「邸宅開放ニ儘力

スルト共に當局ハ既設建物及ビ天幕ノ計量を樹テ市ハ宮

内省近衛及ビ第一師団カラ借入ノ天幕ヲ各区役所ニ配布

し，又宮城前に設営シタ．」とある．関東大震災時には，

学校などの公共施設や個人邸宅などの私有施設など既存

施設を転用し，被災者を収容していたこと，天幕が非常

に多くの場所に設置されていたことがわかる． 
 
興味深いのは，関東大震災の復興計画における小学校

の取り扱いである．関東大震災前から近代化に伴い，東

京の小学校には課題があった．人口急増や大衆社会化な

どにより，校舎のRC化や学校の地域開放，衛生設備の強

化の必要性から，大正6年(1917)，日本建築学会は東京市

学校建築取締規則案を提案している38)．提案を受け，全

校RC化の方針が震災前年の大正11年(1922)に後藤新平市

政下の補給規制改正にて決定されている．またこの頃，

小学校令第30条に規定されていた「教育目的外利用の禁

止」について，「普通選挙での利用」と「教育の社会化」

の必要性から，学校利用の規制緩和をはかろうと検討を

始めていた．そこに関東大震災が発生した．諸井による

と，地震よりもその後の火災被害が大きかったことが知

られている．火災による被害の拡大により，ほとんどが

木造校舎であった東京市の小学校は195校中118校が消失

した39)．焼けなかった学校は避難所として使用され地域

の中心として役立った．そういったことから帝都復興計

画における復興小学校建設計画には，主に1）小公園付設，

2）全校ＲＣ化，3）東京市（建築局）による統一設計，4）
講堂兼屋内運動場は講堂としての利用を優先し，多目的

施設として地域に開放することが定められた．小林によ

ると，面積等の制約により全てが実現したわけではない

が，復興後は1)学校建築の機能強化，2）地域の中心とし

ての小学校，という性格が実現したとされている40)． 
ここで注目すべきは，学校を「多目的利用として地域

に開放」し，「地域の中心としての小学校」という学校

の施設目的の追加である．同じ頃選挙の投票会場とする

ため，学校の中でも講堂兼屋内運動場を地域が利用でき

る施設と位置づけられた．それらが定められた小学校令

は学校教育法の施行により国民学校令が廃止される昭和

22年(1947）まで存在した．その後学校施設の確保に関す

る政令（昭和24年）(1949)に引き継がれ，教育目的以外

の使用として選挙投票時の利用が認められる旨が，今も

明記されている．多くの建築物の中でも小学校が，子供

たちを守るという目的に加え，避難や選挙の場として地

域の施設としての役割が付加され，公的な役割が強化さ

れた．そのことが学校建築の不燃化及び耐震性の推進施

策につながり，防災的な役割が強化されたのではないか

と推察する． 
 

b) 室戸台風 (1934年) 
台風の通過が児童の登校時間と重なったため，児童や

教職員が多く犠牲になった．植村によると，学校施設は

一般的に，採光のため窓が多く，教室空間の確保のため

柱や壁が少ない構造を持つが，近接県で被害の違いがあ

った．大阪市内では全壊5件，一部損壊40件（全小学校の

16％），京都市では13校15棟が倒壊（全小学校の37％）

しており，大阪市の小学校倒壊率は京都市の半分程度と

低い．これは大阪市が耐震構造校舎を統一的に建築して

いたのに対し京都市は学区制により校舎建築の質が学区

の経済力に左右されていたこと原因があると指摘されて

いる41)．復旧校舎は，京都では鉄筋コンクリートにする

ことを原則とし，昭和11年に42校，昭和12年に33校で新

築校舎が建てられた． 
また，翌月，文部省訓令第14号「非常災害ニ対する教

養に関スル件」を出し，一層の学校設備の強化を命じた． 
学校建築は，関東大震災を経た復興計画，加えて大阪

京都では室戸台風後の復旧校舎施策を経て，防災的な役

割が強化されていったと推察される． 
 

c) 南海地震 (1946年) 
日本自然災害資料集42)によると，要救助者の収容「高

知市21か所：神社3，学校8，倉庫2，劇場飼育所他8」
「新宇佐美町3か所：神社1，学校2」とある．南海地震後

は，学校以外にも様々な既存施設が転用されていた．天

幕の記録は見当たらなかった． 

災害名 発生年 人的被害 建物被害

関東大震災
1923
(大正12年)

首都圏に死者99,331人、
傷者103,733人、不明

首都圏全潰128,266、半潰
126,233、焼失447,128、流失868

室戸台風　
1934
(昭和9年)

死者2,702名
全壊家屋38,771戸、流出家屋4,277
戸

南海地震　
1946
(昭和21年)

死者1,330人、傷者3,842
人、不明113人

家屋の全壊11,591棟、半壊23,487
棟、流出1,451棟、焼失2,598棟で

福井地震
1948
(昭和23年)

死者3,848人、行方不明
10人、負傷者21,790人

全壊37,644戸、半壊8,471戸であっ
た

熱海大火
1950
(昭和25年)

1,477世帯、5,818人の被
災者

市内13町内、約125,400㎡、市役
所、警察署、消防署、郵便局など商

鳥取大火　
1952
(昭和27年)

死者2名、被災者数
20,451人、被災世帯数

焼失建物、個人家屋5,228戸、公共
造営物・会社銀行等510棟

伊勢湾台風
1959
(昭和34年)

死者行方者4,886人
家屋の全半壊195,914戸、罹災者数
160万人

阪神・淡路大震災
1995年
(平成7年)

死者6,434人、行方不明
者3人、傷者43,792人

全壊104,906棟、半壊144,274棟、
一部損壊390,506棟

新潟県中越沖地震
2007
(平成19年)

死者15名、負傷者2,345
名

全壊約1,300棟、半壊約5600棟、住
家損壊約3万5千棟

東北地方太平洋沖
地震

2011
(平成23年)

死者約15,000人、行方不
明者約7,500人、

全壊約100,000戸、半壊約96,000
戸、一部損壊371,000戸

熊本地震
2016
(平成28年)

死者228名、重軽傷者
2,753名

全壊、半壊及び一部破損をあわせて
約20万戸
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この頃，関東大震災及び南海地震を踏まえ，第92回帝

国議会貴族院（昭和22年3月19日）において，罹災救助基

金法に基づく救助が不足する旨が議論されはじめた(1)．

同年の第1回国会衆議院厚生委員会（昭和22年8月11日）

では，罹災救助基金法の廃案及び災害救助法案の審議が

はじまった．同会では，齋藤晃議員が住居に関する救助

が最も急速でなければならないという意見とあわせて収

容施設（＝避難所）の展望について尋ねている．政府説

明員は，「非常にごたごたしておりますときにまず避難

所をつくつてやるというようなこと，これは寺院とか，

學校というようなこともありますが，そういうふうな所

に收容する避難所をつくる．それから共同の假設住宅を

つくらせて，それを貸してやるというふうなこともやり

たいと思つております．」(2)この発言から救助法は，寺

院や学校に一時的に避難所を設置し，その後すみやかに

仮設住宅を建設することを意図していたと言える． 
また，続く参議院厚生委員会においては，政府説明員

は避難所の場所についての質問に対する答弁として以下

の通り発言している．「御質問になりました避難所と避

難民とのあとの点でございますが，こういう非常な際に

收容する場所と申しますと，或いは公会堂とか，寺院と

か学校ということが考えられます．それぞれ本來の使命

を持つたものを使うより外，ちよつと急に建てるといつ

ても間に合わんものでございますから，殊に收容します

場合には，現在のところでは，先ず学校が一番多数收容

できまするし，やれるものでございますから，先程私御

報告に申し上げました東京都の二十万人の罹災者の收容

というものも，主に学校を狙いにしておるのでございま

す．」(3) 

この発言から，災害救助法における避難所は，1）発災

直後から使用するため既存施設を転用する，2）施設の種

類は公会堂，寺院，学校等を使用する，3）大規模災害を

想定しており多人数を収容できることから，避難所とし

てはまず学校を想定，と整理されていることがわかる． 

一方で学校施設を所管する部局はどのような意見をも

っていたかというと，1947年10月2日第1回国会衆議院文

教委員会において，森戸国務大臣が次のように発言して

いる．「もちろん，罹災者の救濟，應急的な救濟にあた

りましては，公共施設として學校は，できるだけそれが

ために施設を提供し，協力いたしたいと考えておるので

ありますが，同時に教育の面も，さような任務を負擔し

ながら，できるだけ完遂いたさなければならぬと思いま

するので，考究いたしまして，適當な措置を講じたいと

存じておる次第であります」(4)．このように，小学校の

本来目的の務めを果たさなければならないが，公共施設

としての学校は，被災時に施設を提供し協力するという

立場であることがわかる． 
上記の議論を経て，1947年10月20日に災害救助法が成

立した．救助法に規定される救助の種類として，避難所

は「収容施設」と明記され，場所は明記されていないが，

議論からは学校を主として既存施設転用のみを想定して

いたことが明らかとなった． 
 

d) 福井地震 (1948年) 
災害救助誌によると，この際の避難所は，福井市はじ

め県内に52か所を設けた他，連合軍総司令部より貸与の

大型天幕605張を被災市町村に分配した記録がある43)．福

井地震後の避難所は，既存施設の転用と軍からの貸与に

よる天幕設営であったことがわかる． 
 
 

e) 熱海大火 (1950) 
罹災者数約6000名となった火事であった．災害救助誌

によると，市内小学校，寺院，民生寮，青年会館等8か所

に避難所を設置した．第7回国会衆議院災害地対策特別委

員会（昭和25年4月22日）では，避難所として公共施設以

外の例えば旅館や私邸を利用できないかといった議論が

あった．政府説明員は，「ただいまお話になりましたこ

とは，それ以外に，あるいは旅館その他の私の住宅あた

りも使うような措置はできないものか，こういう御質問

の趣旨だと存じますが，その点は災害救助法の第二十六

條に，一応都道府県知事は，救助を行うために特に必要

があると認める場合には，旅館その他の施設を管理する

ことができるというふうな強制規定を設けてはございま

すが，しかし実際これを行うということになりますると，

羅災地の県知事におきましても，いろいろと強権を発動

するという形をとらなければならないために，なかなか

実施をすることは，困難であるということを考えまして，

先ほど申し上げましたような公共的な建物を利用すると

いう方法を常にとつておるわけでございます，だから法

的にはそういうこともできないことはございませんけれ

ども，主として公共的な建物を利用してやる，こういう

ことを原則といたしておるわけであります」(5) 

災害救助法には避難所の設置場所が明記されていない

ために，避難所の場の議論になっていると推察される．

被災地では使える施設は公共施設だけではなく，私有施

設も避難所として使ってはどうかという議論である．し

かし国会議論からは，避難所は公共建築物を利用する，

公共施設以外を使わない，という国の原則がわかる． 
 

f) 鳥取大火 (1952年) 
被災者総数20451名，全焼5228戸の大災害であった．災

害救助誌によると，避難所は26カ所，最長20日間にわた

り設置された．応急仮設住宅は1，000戸設置された．鳥

取大火では，小学校や寺院等の既存施設に最長20日間の

避難所が設置された．天幕や私有施設利用の記録は見当

たらない．翌年度の京都水害，台風13号でも応急仮設住

宅が約200戸ずつ設置されている． 
 
昭和28年には法律的に大きな動きが２つあった．災害

救助法の改正と，公立学校施設災害復旧費国庫負担法の

成立である．関東大震災以来，災害時に応急仮設住宅が

建設されることもあったが，近年その件数が増加してい

た．昭和22年の災害救助法成立時に救助の種類として

「収容施設」が定められていたが，「収容施設（応急仮

設住宅を含む）」と改正された．救助法は被災者の収容

施設として避難所を設定し，避難所は公共施設を原則と

していたが，収容施設に応急仮設住宅の建設も含んだこ

とで避難生活が短期だけではなく長期になることもある

ことを示す．この改正により避難に関する公的な責任範

囲が広がったと同時に収容施設＝避難は，着の身着のま

まで数日過ごす場という意味ではなく，ある程度の生活

機能を備える空間であると法制度上に位置付けたタイミ

ングであったと推察される． 
牧44）が示すとおり応急仮設住宅が「住宅」ではなく今

も「施設」とみなされていることによる課題は多い．御

救い小屋から続いていた避難所での短期救助と，「応急

居住空間」としての応急仮設住宅での中長期避難生活で

は保証すべき内容が違うことから，この改正時が，法的

な位置づけを変えるタイミングだったのではないだろう

かと考察する． 
次に公立学校施設災害復旧費国庫負担法について，第
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この頃，関東大震災及び南海地震を踏まえ，第92回帝

国議会貴族院（昭和22年3月19日）において，罹災救助基

金法に基づく救助が不足する旨が議論されはじめた(1)．

同年の第1回国会衆議院厚生委員会（昭和22年8月11日）

では，罹災救助基金法の廃案及び災害救助法案の審議が

はじまった．同会では，齋藤晃議員が住居に関する救助

が最も急速でなければならないという意見とあわせて収

容施設（＝避難所）の展望について尋ねている．政府説

明員は，「非常にごたごたしておりますときにまず避難

所をつくつてやるというようなこと，これは寺院とか，

學校というようなこともありますが，そういうふうな所

に收容する避難所をつくる．それから共同の假設住宅を

つくらせて，それを貸してやるというふうなこともやり

たいと思つております．」(2)この発言から救助法は，寺

院や学校に一時的に避難所を設置し，その後すみやかに

仮設住宅を建設することを意図していたと言える． 
また，続く参議院厚生委員会においては，政府説明員

は避難所の場所についての質問に対する答弁として以下

の通り発言している．「御質問になりました避難所と避

難民とのあとの点でございますが，こういう非常な際に

收容する場所と申しますと，或いは公会堂とか，寺院と

か学校ということが考えられます．それぞれ本來の使命

を持つたものを使うより外，ちよつと急に建てるといつ

ても間に合わんものでございますから，殊に收容します

場合には，現在のところでは，先ず学校が一番多数收容

できまするし，やれるものでございますから，先程私御

報告に申し上げました東京都の二十万人の罹災者の收容

というものも，主に学校を狙いにしておるのでございま

す．」(3) 

この発言から，災害救助法における避難所は，1）発災

直後から使用するため既存施設を転用する，2）施設の種

類は公会堂，寺院，学校等を使用する，3）大規模災害を

想定しており多人数を収容できることから，避難所とし

てはまず学校を想定，と整理されていることがわかる． 

一方で学校施設を所管する部局はどのような意見をも

っていたかというと，1947年10月2日第1回国会衆議院文

教委員会において，森戸国務大臣が次のように発言して

いる．「もちろん，罹災者の救濟，應急的な救濟にあた

りましては，公共施設として學校は，できるだけそれが

ために施設を提供し，協力いたしたいと考えておるので

ありますが，同時に教育の面も，さような任務を負擔し

ながら，できるだけ完遂いたさなければならぬと思いま

するので，考究いたしまして，適當な措置を講じたいと

存じておる次第であります」(4)．このように，小学校の

本来目的の務めを果たさなければならないが，公共施設

としての学校は，被災時に施設を提供し協力するという

立場であることがわかる． 
上記の議論を経て，1947年10月20日に災害救助法が成

立した．救助法に規定される救助の種類として，避難所

は「収容施設」と明記され，場所は明記されていないが，

議論からは学校を主として既存施設転用のみを想定して

いたことが明らかとなった． 
 

d) 福井地震 (1948年) 
災害救助誌によると，この際の避難所は，福井市はじ

め県内に52か所を設けた他，連合軍総司令部より貸与の

大型天幕605張を被災市町村に分配した記録がある43)．福

井地震後の避難所は，既存施設の転用と軍からの貸与に

よる天幕設営であったことがわかる． 
 
 

e) 熱海大火 (1950) 
罹災者数約6000名となった火事であった．災害救助誌

によると，市内小学校，寺院，民生寮，青年会館等8か所

に避難所を設置した．第7回国会衆議院災害地対策特別委

員会（昭和25年4月22日）では，避難所として公共施設以

外の例えば旅館や私邸を利用できないかといった議論が

あった．政府説明員は，「ただいまお話になりましたこ

とは，それ以外に，あるいは旅館その他の私の住宅あた

りも使うような措置はできないものか，こういう御質問

の趣旨だと存じますが，その点は災害救助法の第二十六

條に，一応都道府県知事は，救助を行うために特に必要

があると認める場合には，旅館その他の施設を管理する

ことができるというふうな強制規定を設けてはございま

すが，しかし実際これを行うということになりますると，

羅災地の県知事におきましても，いろいろと強権を発動

するという形をとらなければならないために，なかなか

実施をすることは，困難であるということを考えまして，

先ほど申し上げましたような公共的な建物を利用すると

いう方法を常にとつておるわけでございます，だから法

的にはそういうこともできないことはございませんけれ

ども，主として公共的な建物を利用してやる，こういう

ことを原則といたしておるわけであります」(5) 

災害救助法には避難所の設置場所が明記されていない

ために，避難所の場の議論になっていると推察される．

被災地では使える施設は公共施設だけではなく，私有施

設も避難所として使ってはどうかという議論である．し

かし国会議論からは，避難所は公共建築物を利用する，

公共施設以外を使わない，という国の原則がわかる． 
 

f) 鳥取大火 (1952年) 
被災者総数20451名，全焼5228戸の大災害であった．災

害救助誌によると，避難所は26カ所，最長20日間にわた

り設置された．応急仮設住宅は1，000戸設置された．鳥

取大火では，小学校や寺院等の既存施設に最長20日間の

避難所が設置された．天幕や私有施設利用の記録は見当

たらない．翌年度の京都水害，台風13号でも応急仮設住

宅が約200戸ずつ設置されている． 
 
昭和28年には法律的に大きな動きが２つあった．災害

救助法の改正と，公立学校施設災害復旧費国庫負担法の

成立である．関東大震災以来，災害時に応急仮設住宅が

建設されることもあったが，近年その件数が増加してい

た．昭和22年の災害救助法成立時に救助の種類として

「収容施設」が定められていたが，「収容施設（応急仮

設住宅を含む）」と改正された．救助法は被災者の収容

施設として避難所を設定し，避難所は公共施設を原則と

していたが，収容施設に応急仮設住宅の建設も含んだこ

とで避難生活が短期だけではなく長期になることもある

ことを示す．この改正により避難に関する公的な責任範

囲が広がったと同時に収容施設＝避難は，着の身着のま

まで数日過ごす場という意味ではなく，ある程度の生活

機能を備える空間であると法制度上に位置付けたタイミ

ングであったと推察される． 
牧44）が示すとおり応急仮設住宅が「住宅」ではなく今

も「施設」とみなされていることによる課題は多い．御

救い小屋から続いていた避難所での短期救助と，「応急

居住空間」としての応急仮設住宅での中長期避難生活で

は保証すべき内容が違うことから，この改正時が，法的

な位置づけを変えるタイミングだったのではないだろう

かと考察する． 
次に公立学校施設災害復旧費国庫負担法について，第
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16回国会衆議院文部委員会（昭和28年7月14日）において

議論されている．西日本水害及び台風13号の被災地を現

地調査した政府職員田中が以下の通り報告している．

「校舎のほとんど大部分が避難救護の施設に利用されて

おるような現状でございまして（中略）やはり今の鉄筋

校舎の建築を補助の対象に取上げてほしい，こういう要

望が非常に強いのでございます．」(6)このように水害時

の校舎の役割を示すとともに，校舎の鉄筋化についての

地域の要望を伝えている．またこの時の議論では校舎の

更新時には要防火地域だけではなく，防災の観点での鉄

筋建築を提案している．「災害の種類にも幾通りもござ

いまするし，また大小もありまして，一概には言えない

と思うのですが（中略），その都度今のような木造の建

築，あるいは在来のような建築様式でやつておつては，

やはり毎年々々同じことを繰返さなければならぬ．こう

いうことになつて来るのじやないかと思う．それでは国

費の濫費もおびただしい．（中略）いわゆる防火という

ことを主体にした鉄筋建築の奨励ばかりでなく，恒久的

な，災害に対し得る校舎建築という立場から考える必要

があると思います．」(7)当時は，老朽，被災を理由に校

舎が逐次更新されていることから，更新時には鉄筋建築

を奨励する意見があった．これに対して大達国務大臣は，

必要性を感じているが老朽校舎についての予算が少なく

実現できないと答弁した(8)．これらの議論を受け同年，

公立学校施設災害復旧費国庫負担法が成立した．同法は，

構造上危険な状態にある義務教育諸学校の建物の改築に

要する経費の三分の一を負担することを規定したもので

ある．本法の成立により公立小学校不正常授業解消促進

臨時措置法の廃止を規定し，付則第四項は公立学校施設

費国庫負担法中，災害復旧に対する国庫負担の規定を残

したことから「公立学校施設災害復旧費国庫負担法」と

改めた． 

この法制度は，被災した校舎を今後避難救護に利用す

るために復旧させるだけでなく，被災していない状況で

も構造上危険な状態にある施設にも耐震化改築経費をあ

てることができる災害復旧費という位置づけになった．

この制度を使って改築した学校は「避難所」になること

をほぼ理由付けされたと言える．学校改築＝避難所機能

の強化という図式である．政府は公立学校に的を絞って

構造強化費用を注入し，地元行政は学校に避難所として

の役割を果たすことを期待する，学校のこういった役割

が既成事実，もしくは無言の共通認識として，被災して

いない日本各地にまで浸透していったと思われる． 
 

g) 伊勢湾台風(1959年) 
 災害救助誌によると，死者行方者4886人，家屋の全半

壊195914戸，罹災者数160万人に達した激甚災害であった．

内閣府の報告書によると，名古屋市の水防計画では56の
学校が避難所として指定されていたが，発災直後は最寄

りの施設が多く避難先となったため，小学校以外にも高

校，病院，警察，社寺も含め，合計522か所の避難所が開

設された．被災者の収容にあたっては，原則として居住

区と同一区内の避難所とし，避難所収容者は延べ460万人

と記録されている45）． 
救助期間の長期化に伴い，同年10月7日に災害救助連絡

小委員会が設置された．委員会で推奨された避難所に関

わる応急対策は以下のとおりである．１）集団避難の勧

奨（救助の集中化を図るため，老幼婦女子の集団避難を

極力勧奨）２）防疫活動（被災地残留者及び避難所収容

者に対する衛生知識の普及，環境衛生の指導）．これに

対して，政府は災害救助法による特別措置を決定した．

11月以降は，避難所一般基準の6円に入浴等保健衛生のた

めの経費1人1日2円の加算を認めた．避難所開設期間の長

期化に伴い，衛生環境改善に取り組み，災害救助法の範

疇でも長期の避難所生活の環境改善を試みていることが

わかる． 
また，伊勢湾台風後には校舎の復旧の議論とともに，

学校施設の本来目的を守るために，テントなど設営型の

避難所について，議論されている．昭和34年第32回国会

参議院文教委員会第6号（昭和34年10月15日）によると，

水害時に残存した建築物が少なかったこと，残った建築

物には近隣住民が避難してきて助かったことからも，被

災を受けた校舎の復旧については，現状復旧ではなく改

良復旧として鉄筋鉄骨化が必要な旨を議論し，学校施設

の鉄筋化の目的は，子供たちが利用する施設の耐久性を

あげることと，住民が避難する施設の確保だと認められ

ていることがわかる(9)第33回国会参議院地方行政委員会

（昭和34年12月1日）学校施設を長期間避難所として使う

ことで学校生活に支障をきたすことから，次回からは野

外設営のテントにできないかという質問に対し政府委員

は，「前段の収容施設，すなわち避難所の経費の問題で

ありますが，これは建前としましては，なるべく学校と

か公民館とか，公共建物を使うように努めておるわけで

ございます．そこで，一日四円五十銭，冬季六円といい

ますのは，その収容所の維持管理の費用——大体公共建物

であれば使用料は無料という予想に立っておるわけでご

ざいます．」と答弁している(11) 
このように既存施設中でも公共施設を避難所として転

用する理由は，発災直後から使用できること，地域の避

難拠点として整備を進めていることに加え公共施設は使

用料が無料という予想に基づくことが明言されている．

軍用天幕も無料で，救助法にも認められているのに，現

場では天幕が推奨されない理由は明らかではない．その

後の第二室戸台風（1961）46)，新潟地震(1964)47)でも同様

に公共施設の転用で避難所を設置していた． 
 
伊勢湾台風をきっかけに，災害救助に関する法制度に

大きな動きがあった．伊勢湾台風後に関係省庁や自治体

ごとに対応がバラバラだったことから大きな混乱があり，

災害予防や復旧を含めた総合的な立法の必要性があると

指摘され，昭和36年（1961）に，災害対策に関する一般

的な事項を定めた災害対策基本法案が成立する．これに

伴って災害救助法から，中央災害救助対策協議会に関す

る条項が削除され，災害対策基本法で中央防災会議が定

められた．その後現在まで救助法は，ほぼ同じ内容であ

る．災害対策基本法第49条には市町村長が一定の基準を

満たす「公共施設その他の施設」を指定避難所としてあ

らかじめ指定しなければならないと定められた．指定避

難所としては公共施設が推奨されることが示された． 
それを後押しする政策が打ち出されるきっかけになっ

たのが1976年秋の日本地震学会で発表された東海地震説

である．安政東海地震が発生してから約160年が経過し，

東海地震の切迫性は極めて高いと想定されたことに加え，

地震予知ができると発表されたので，その際の対応をあ

らかじめ定め，国家として大地震対策を行うとして法律

が提案されたのである．1978年大規模地震対策特別措置

法成立により公共施設の耐震化の推進が行われる．第84
回国会参議院災害対策特別委員会（昭和53年6月2日）福

田武夫国務大臣の発言(12)からも推察される．また続けて

制定された1980年公立学校施設に係る大規模地震対策関

係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目48)にて，全

小中学校の耐震化と建て替えが推進された． 
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校舎の老朽化が進み建て替え時期を迎えているが費用

確保できない文部省と，多くの国民の利益になるような

建築物から耐震化すべきと考えていた国交省の思惑が重

なり，「全公立小中学校は避難所であるから同法適用で5
年間以内に改善すべし」として優先的に学校建て替え予

算が確保された．大規模地震対策特別措置法が，避難所

＝学校施設となった決定打と考察される． 
 
h) 阪神・淡路大震災 (1995年) 
阪神・淡路大震災では死者 6434 名，住家被害は 63 万

棟を超えた 49)．犠牲者が 6000名を超えたのは関東大震災

以来で，戦後最悪の災害となった．避難所は 1000 か所を

超え，最高で 31 万人の罹災者が学校や公的施設，野外テ

ントを避難所として利用した．柏原らによると，世界的

にも例をみない避難生活の長期化は本災害の象徴的な存

在であったとされる 14)．当該避難生活の調査を経て平成

8 年に大規模災害救助研究会が発表された報告 50)による

と，避難所のあり方として避難所の防災拠点化等ととも

に「避難所の確保」の必要性，また「避難所の管理・運

営」に大きな課題があったとされている．これらをふま

えて，1997 年「大規模災害における応急救助の指針」51)

が発出された．主な内容は，1）避難所運営マニュアル作

成の推進，2）避難所となる施設は，耐震耐火鉄筋構造を

備えた学校，公民館等集会施設等の公共施設とすること，

3）福祉避難所の整備であった． 
 

i)新潟県中越沖地震(2007 年) 
最大の被害があった柏崎市では 82 カ所に開設された避

難所のうち 32 校が学校であった．避難者数は全市でピー

ク時に 1 万 1 千人であった．全 32 校で避難所としては体

育館が使用され，その他校舎の一部を避難者の生活スペ

ース以外の用途に使用された 52）． 
 

j) 東北地方太平洋沖地震(2011 年) 
3 月 11 日に発生したいわゆる東日本大震災は，未曾有

の大津波による被害が大きくあった．文科省の調査によ

ると避難所は最大時には 2344 カ所開設され，福島県，宮

城県の避難所として利用された学校 525 校のうち，避難

所として利用された施設は体育館 70.1%，空き教室

21.7％，特別教室 33.3％，普通教室 34.9％であった 53)． 
 

k) 熊本地震(2016 年) 
熊本地震では，最大避難所数 855 カ所，避難者数は

183882 名であった．最大の被災地であった熊本県では公

立学校 223 校（全体の 37％）が避難所となり，そのうち

73 校（33％）の体育館が避難所として使えず教室等を使

用した報告がある 54）． 
 
こうして避難所となる施設が耐震耐火鉄筋構造を備えた

「公共施設」と限定され公文書に明記された．続く平成

12年には「災害救助法による救助の程度，方法及び期間

並びに実費弁償の基準」が制定され，「避難所は学校，

公民館等既存の建物を利用すること．ただし，これら適

当な建物を利用することが困難な場合は，野外に仮小屋

を設置し，または天幕の設営により実施すること」とさ

れた．この基準により避難所として使用する場所は選択

制ではなく優先順位が明確につけられたことになる．避

難所として利用するのは①既存施設（公共施設）②既存

施設（民間）③施設がなければ天幕設営，と決定し現在

に至っている．なお，公民館等既存の建物の「等」は，

民間施設を指すことが「災害救助の実務」の避難所とし

て使用した建物の借り上げ料の支払いの注意事項から読

み取れる (13)． 
このように，日本の避難所が「既存施設を転用」，

「小学校等の公共施設に設置」された， 歴史的な経緯を

あらためて以下のとおり整理する． 
 

1)近代以前の災害時には，幕府が「迅速に」仮小屋を建

て，「短期間」民間援助を受け避難所を運営していた． 
2)関東大震災(1923年)では学校をはじめ既存施設転用で多

くの避難者を収容した．復興計画と普通選挙法(1925
年)に伴い，小学校は教育目的だけではなく，地域の施

設として位置付けられ，講堂（のちの体育館）を主に

地域住民が出入りできる環境が整備された． 
3)災害救助法成立時(1947年)，大災害，大人数避難を想定

し，建設する間もない時の一時的な「収容施設」とし

て避難所を位置づけ，学校を想定していた． 
4)災害救助法改正(1953年)で，関東大震災後から建てられ

てきた応急仮設住宅も「収容施設」として規定された．

長期避難生活まで法が適用されたことから，公的な責

任範囲が広くなった． 
5)公立学校施設災害復旧費国庫負担法が成立(1953年)し，

被災していない公立小学校にも災害復旧費で耐震化で

きる政策が付与された．小学校が避難する場として機

能強化できる＝行政は小学校にその役割を果たすこと

を期待するようになった． 
6)災害対策基本法成立(1961年)によって，市町村長が「公

共施設その他の施設」を避難所として指定することが

規定された．小学校は，避難できる場として期待され

ていたレベルから，法的に制度化されたことで，避難

所として機能するよう明確に求められるようになった． 
7)東海地震予知をきっかけに成立した大規模地震対策特

別措置法(1978年)により，国家として地震対策を行う

ことが決まった．優先的に全公立小中学校を同法適用

で5年以内に耐震化する施策が付与されたことで，全公

立小中学校は避難所であることが既成事実となった． 
8)阪神・淡路大震災(1995年)の世界的にも例をみない避難

生活の長期化を受け「避難所の確保」と「避難所の管

理・運営」が課題となった．政府は避難所としてより

多くの公的施設を指定することと，自治体に管理・運

営マニュアルの作成を推進した． 
9)「災害救助法による救助の程度，方法及び期間並びに

実費弁償の基準」(2000年)により，避難所として利用

するのは①既存施設（公共施設）②既存施設（民間）

③施設がなければ天幕設営，と規定された． 
 

以上のことから，古来より災害による被害を最小限に

抑えること，統治下にある人々を救済することは為政

者の役割であった日本で，江戸時代以降も幕府や藩で

救済的な措置を行いつつ経験を蓄積し，制度を発展さ

せてきた．明治時代には国家ができたが，罹災救助基

金法により救助の支給基準は地方ごとに定められてい

る．救済救助の一つである避難所に関しても地方が基

準は設定している．だから地方によって救助の質に差

が生じていた．その後，濃尾地震や三陸地震津波の際

に儲蓄金が底をついた経験をふまえ，救助費用を負担

する国は，次なる災害に備え儲蓄金が枯渇しないよう

に，支援基準や支援策の無秩序な拡大を警戒するよう

になる．このことは，避難所空間の選定にも影響を及

ぼし，国会議論から国が公共施設を公用利用した際に

利用料が減免される制度を活用することで避難所費用

を無料で使用する意図があったことが明らかになった．  
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校舎の老朽化が進み建て替え時期を迎えているが費用

確保できない文部省と，多くの国民の利益になるような

建築物から耐震化すべきと考えていた国交省の思惑が重

なり，「全公立小中学校は避難所であるから同法適用で5
年間以内に改善すべし」として優先的に学校建て替え予

算が確保された．大規模地震対策特別措置法が，避難所

＝学校施設となった決定打と考察される． 
 
h) 阪神・淡路大震災 (1995年) 
阪神・淡路大震災では死者 6434 名，住家被害は 63 万

棟を超えた 49)．犠牲者が 6000名を超えたのは関東大震災

以来で，戦後最悪の災害となった．避難所は 1000 か所を

超え，最高で 31 万人の罹災者が学校や公的施設，野外テ

ントを避難所として利用した．柏原らによると，世界的

にも例をみない避難生活の長期化は本災害の象徴的な存

在であったとされる 14)．当該避難生活の調査を経て平成

8 年に大規模災害救助研究会が発表された報告 50)による

と，避難所のあり方として避難所の防災拠点化等ととも

に「避難所の確保」の必要性，また「避難所の管理・運

営」に大きな課題があったとされている．これらをふま

えて，1997 年「大規模災害における応急救助の指針」51)

が発出された．主な内容は，1）避難所運営マニュアル作

成の推進，2）避難所となる施設は，耐震耐火鉄筋構造を

備えた学校，公民館等集会施設等の公共施設とすること，

3）福祉避難所の整備であった． 
 

i)新潟県中越沖地震(2007 年) 
最大の被害があった柏崎市では 82 カ所に開設された避

難所のうち 32 校が学校であった．避難者数は全市でピー

ク時に 1 万 1 千人であった．全 32 校で避難所としては体

育館が使用され，その他校舎の一部を避難者の生活スペ

ース以外の用途に使用された 52）． 
 

j) 東北地方太平洋沖地震(2011 年) 
3 月 11 日に発生したいわゆる東日本大震災は，未曾有

の大津波による被害が大きくあった．文科省の調査によ

ると避難所は最大時には 2344 カ所開設され，福島県，宮

城県の避難所として利用された学校 525 校のうち，避難

所として利用された施設は体育館 70.1%，空き教室

21.7％，特別教室 33.3％，普通教室 34.9％であった 53)． 
 

k) 熊本地震(2016 年) 
熊本地震では，最大避難所数 855 カ所，避難者数は

183882 名であった．最大の被災地であった熊本県では公

立学校 223 校（全体の 37％）が避難所となり，そのうち

73 校（33％）の体育館が避難所として使えず教室等を使

用した報告がある 54）． 
 
こうして避難所となる施設が耐震耐火鉄筋構造を備えた

「公共施設」と限定され公文書に明記された．続く平成

12年には「災害救助法による救助の程度，方法及び期間

並びに実費弁償の基準」が制定され，「避難所は学校，

公民館等既存の建物を利用すること．ただし，これら適

当な建物を利用することが困難な場合は，野外に仮小屋

を設置し，または天幕の設営により実施すること」とさ

れた．この基準により避難所として使用する場所は選択

制ではなく優先順位が明確につけられたことになる．避

難所として利用するのは①既存施設（公共施設）②既存

施設（民間）③施設がなければ天幕設営，と決定し現在

に至っている．なお，公民館等既存の建物の「等」は，

民間施設を指すことが「災害救助の実務」の避難所とし

て使用した建物の借り上げ料の支払いの注意事項から読

み取れる (13)． 
このように，日本の避難所が「既存施設を転用」，

「小学校等の公共施設に設置」された， 歴史的な経緯を

あらためて以下のとおり整理する． 
 

1)近代以前の災害時には，幕府が「迅速に」仮小屋を建

て，「短期間」民間援助を受け避難所を運営していた． 
2)関東大震災(1923年)では学校をはじめ既存施設転用で多

くの避難者を収容した．復興計画と普通選挙法(1925
年)に伴い，小学校は教育目的だけではなく，地域の施

設として位置付けられ，講堂（のちの体育館）を主に

地域住民が出入りできる環境が整備された． 
3)災害救助法成立時(1947年)，大災害，大人数避難を想定

し，建設する間もない時の一時的な「収容施設」とし

て避難所を位置づけ，学校を想定していた． 
4)災害救助法改正(1953年)で，関東大震災後から建てられ

てきた応急仮設住宅も「収容施設」として規定された．

長期避難生活まで法が適用されたことから，公的な責

任範囲が広くなった． 
5)公立学校施設災害復旧費国庫負担法が成立(1953年)し，

被災していない公立小学校にも災害復旧費で耐震化で

きる政策が付与された．小学校が避難する場として機

能強化できる＝行政は小学校にその役割を果たすこと

を期待するようになった． 
6)災害対策基本法成立(1961年)によって，市町村長が「公

共施設その他の施設」を避難所として指定することが

規定された．小学校は，避難できる場として期待され

ていたレベルから，法的に制度化されたことで，避難

所として機能するよう明確に求められるようになった． 
7)東海地震予知をきっかけに成立した大規模地震対策特

別措置法(1978年)により，国家として地震対策を行う

ことが決まった．優先的に全公立小中学校を同法適用

で5年以内に耐震化する施策が付与されたことで，全公

立小中学校は避難所であることが既成事実となった． 
8)阪神・淡路大震災(1995年)の世界的にも例をみない避難

生活の長期化を受け「避難所の確保」と「避難所の管

理・運営」が課題となった．政府は避難所としてより

多くの公的施設を指定することと，自治体に管理・運

営マニュアルの作成を推進した． 
9)「災害救助法による救助の程度，方法及び期間並びに

実費弁償の基準」(2000年)により，避難所として利用

するのは①既存施設（公共施設）②既存施設（民間）

③施設がなければ天幕設営，と規定された． 
 

以上のことから，古来より災害による被害を最小限に

抑えること，統治下にある人々を救済することは為政

者の役割であった日本で，江戸時代以降も幕府や藩で

救済的な措置を行いつつ経験を蓄積し，制度を発展さ

せてきた．明治時代には国家ができたが，罹災救助基

金法により救助の支給基準は地方ごとに定められてい

る．救済救助の一つである避難所に関しても地方が基

準は設定している．だから地方によって救助の質に差

が生じていた．その後，濃尾地震や三陸地震津波の際

に儲蓄金が底をついた経験をふまえ，救助費用を負担

する国は，次なる災害に備え儲蓄金が枯渇しないよう

に，支援基準や支援策の無秩序な拡大を警戒するよう

になる．このことは，避難所空間の選定にも影響を及

ぼし，国会議論から国が公共施設を公用利用した際に

利用料が減免される制度を活用することで避難所費用

を無料で使用する意図があったことが明らかになった．  
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５．まとめ 
 
日本の避難所が第一に既存施設（公的）に設置される

と法制度等で文書に規定されたのは 2000 年のことである

が，そこに至るまでの歴史的な経緯，及びその経緯が公

的な役割を強調し，避難所の公的な管理利用が促進され

たことが，本研究では明らかになった． 
日本の避難所が「既存施設を転用」，「小学校等の公

共施設に設置」されているのは，もともと近代以前の災

害時には，仮小屋を建設し，地方ごとに困っている人を

短期間収容していたが，関東大震災を契機に，当時残存

した頑強な建築物に被災者を収容したことから，地域住

民の避難の場として地域の小学校等公共施設の有効性が

主張され，その後の伊勢湾台風などの災害でも国会等で

有効論は続いていたからである． 
もうひとつの契機として，普通選挙法の施行があった．

投票のために地域住民が出入りできる公的な場の設定が

必要となり，選ばれたのが小学校の講堂であった．小学

校施設の目的外使用を法制度上で明示し，学校を選挙や

避難の際の地域の中心施設と位置づけられ，地域住民か

らも「学校は地域の施設」として認知されていった．そ

のことが地域防災の政策において地域の核となる避難施

設としても学校を位置づけるようになった理由であろう．

さらに，学校に耐震化等の政策が優先的に付与されたこ

とが，小学校等の公共施設に避難所が設置される理由の

妥当性を強くしている．学校施設，耐震化の議論の中で

「避難」の視点が入ったことで，より学校施設の防災機

能が強化され，避難の場も機能として位置付けられた。

いわば外堀が埋まっていく形で，「地域の施設でもある

小学校が公的な避難所」に決まっていったと言えるので

はないだろうか． 
また，この避難所の設置場所の決定経緯は，避難所の

管理・運営にも影響を及ぼしている．現在の日本の避難

所は，災害対策基本法及び各自治体の地域防災計画に基

づき，市町村長が開設を決定するが，運営主体は法定さ

れていない．災害救助法成立時には，避難所等での救助

活動をする各団体の窓口として赤十字が期待され，活動

実態もあった．しかし近年，赤十字が避難所で活動した

という記録はほとんどない．避難所運営には地域や行

政，避難者も含め多様な主体による運営が望ましいとさ

れているが，実態は運営業務に地方自治体職員が多数投

入されている．指定避難所の運営業務を委託契約した

例，寺社大学などの指定外避難所に避難者が滞在したた

めにやむなく運営した例を除き，避難所運営に参画した

民間団体の記録は見当たらない．その理由は，公共施設

の管理者は公的機関か，公的機関から指定を受けた施設

管理者であり，発災後もその職員もしくは公的機関から

指定されている管理者が避難所施設管理者となる．つま

り既存施設（公的）に避難所を設置することは，自動的

に地方自治体による運営となることを意味する． 
 過去の避難所記録からは，例えば江戸時代の御救所で

も差し入れによる運営が記録されており，救助法成立時

も避難所での救助は赤十字をはじめ民間団体に期待さ

れ，実際民間団体による実態もあった．多様な主体によ

る避難所管理・運営から，避難所設置場所の歴史的経緯

を経て，徐々に公主導性が強調され，現在では避難所運

営責任の「公的な偏り」という意味での硬直化がみられ

ているという点を指摘しておきたい．  
避難所環境の国際基準を示したスフィア基準 55）によ

ると，避難所は，天候から身を守るとともに健康を増進

し，家族やコミュニティの生活を支え，暮らしに尊厳と

安全をもたらすものである，と論じている．セーブ・

ザ・チルドレンなどの非政府組織が参画して実施してい

る避難所での活動記録 56)によると，第三者，多様なアク

ターが避難所や支援に関わることで被災者の多様なニー

ズにこたえ，柔軟な支援につながっていることがわか

る．日本の避難所の公的な管理，硬直化は，世界の避難

所と比べた際の避難所の管理・運営の特殊性に繋がって

いることが推察される．避難所空間の設定が，この特殊

性の一因として考えられることを本研究では指摘できた

が，同時に，今一度避難所空間の設定について，自由度

を高めて考える必要があるのではなかろうか，という提

案を発したい． 
 
 
補注 

 
(1)第92回帝国議会衆議院統計法案委員会（昭和22年3月15日）

氏原一郎氏発言 

「從來罹災救助というお仕事の上で，たとえばその第八條の

一號から六號までの避難所の設備とか，食料とか，あるいは被

服とか治療とか埋葬とか，小屋掛というようなことは實際上や

つておりますが，（略）殊に小屋掛とか埋葬とかいうようなこ

とは，從來罹災救助基金法で經費を支出いたしましたものは，

大體身もとがわからない，とりあえず小屋掛で入れなければな

らぬというようなことで，この基金でやりましたけれど，(中

略)これは當然生活保護法の對象として生業扶助をやるべきもの

ではないかというふうに考えるのでありますが，御意見を承り

たい．」 

(2)衆議院厚生委員会付託（昭和22年8月11日）葛西嘉資氏発言 

二十三條に關連いたしまして，收容施設の供與の問題につい

てお尋ねがありましたが，災害救助の關係では，まずこの法律

の目的にもありますように，罹災者の保護と社會の秩序の保全

ということが目的でありますので，非常にごたごたしておりま

すときにまず避難所をつくつてやるというようなこと，これは

寺院とか，學校というようなこともありますが，そういうふう

な所に收容する避難所をつくる．それから共同の假設住宅をつ

くらせて，それを貸してやるというふうなこともやりたいと思

つております．これを過般の南海震災等におきましても，そう

いうふうな措置をいたしたのであります．ただ實は先般の東北

の災害につききして，ただいま齋藤委員からお述べになりまし

たような意味の御意見なりあるいは陳情等も私どもは受けてお

つたのでありますが，農村に参りますと，一緒に住む假設の共

同住宅では，これは何にもならぬ，避難所でも何にもならぬ，

家が壊れたり，倒れたりしてしまつたのだから，その家を何と

かして建ててくれないか，こういうふうなお話を受けたのであ

ります．それが必要であることは私どももよくわかるのであり

ますが，罹災救助といいますいわば救助の中でも應急救助とい

う，さしあたつて災害が起きてから一週間なり，あるいは十日

なりの間に保護して，そうして社會の秩序を維持していくとい

うようなねらいにありまする災害救助法としては，その一

戸々々になつた住宅についてまで，應急の救助として直してや

るということは，ちよつとできないのではないだろうかという

ことを申し上げたのであります．それはやはり現在の住宅問題

にいたしますれば，内閣の戰災復興院等の所管でございますし，

特にそういうような方面で恒久といいますか——この方は應急對

策でございますが，恆急の對策として，そういうようなことを

別途に考えていただかなければならぬではないか．從いまして，

くどいようになりましたが，災害救助法案におきましては，今

の避難所なりあるいは假設の共同住宅というものを貸與すると

いうふうなことよりほか，ちよつとやりようがないのじやない

か．こういうふうに考えております． 

(3)災害救助法案の参議院厚生委員会付託（昭和22年9月27日）

葛西嘉資政府説明員 

「第二に御質問になりました避難所と避難民とのあとの点で

ございますが，こういう非常な際に收容する場所と申しますと，

151



 

 

10 
 

或いは公会堂とか，寺院とか学校ということが考えられます．

それぞれ本來の使命を持つたものを使うより外，ちよつと急に

建てるといつても間に合わんものでございますから，殊に收容

します場合には，現在のところでは，先ず学校が一番多数收容

できまするし，やれるものでございますから，先程私御報告に

申し上げました東京都の二十万人の罹災者の收容というものも，

主に学校を狙いにしておるのでございます．」 

(4)第1回国会衆議院 文教委員会議録第11号(1947年10月2日)森

戸国務大臣 

「またその他の學校用具についても，重要な措置をできるだ

け早く講じ，一日も早く子供が勉強できるように，なお直接水

災に遭わない地方の學校においても罹災者の避難所に當てられ

たということで，學校教育が停止され，あるいは當分思うよう

に規則的にできないという事態も，水災地でない近接地方に生

じておるのであります．もちろん罹災者の救濟，應急的な救濟

にあたりましては，公共施設として學校は，できるだけそれが

ために施設を提供し，協力いたしたいと考えておるのでありま

すが，同時に教育の面も，さような任務を負擔しながら，でき

るだけ完遂いたさなければならぬと思いまするので，考究いた

しまして，適當な措置を講じたいと存じておる次第であります． 

(5)第7回国会衆議院災害地対策特別委員会（昭和25年4月22日） 

熊崎正夫説明員 

「私どもは災害におきまする応急救助の仕事の方をやつてお

りますが，これは現在災害救助法という法律に基きまして，先

ほど小金委員の方からお話がありましたように，生活必需品の

貸与あるいは被服の貸与，たき出し，避難所の設置，そういつ

たことをやつておるわけです．それで今までの災害に共通する

ことでありますが，大体羅災者を收容する場合には，主として

公共の建物を利用するということを考えまして，学校や病院あ

るいはお寺，そういつたところを避難所として一応指定をしま

して，そこに必要罹災者を全部收容するということを，各県に

おいては原則として行つておるわけであります．ただいまお話

になりましたことは，それ以外に，あるいは旅館その他の私の

住宅あたりも使うような措置はできないものか，こういう御質

問の趣旨だと存じますが，その点は災害救助法の第二十六條に，

一応都道府県知事は，救助を行うために特に必要があると認め

る場合には，旅館その他の施設を管理することができるという

ふうな強制規定を設けてはございますが，しかし実際これを行

うということになりますると，羅災地の県知事におきましても，

いろいろと強権を発動するという形をとらなければならないた

めに，なかなか実施をすることは，困難であるということを考

えまして，先ほど申し上げましたような公共的な建物を利用す

るという方法を常にとつておるわけでございます，だから法的

にはそういうこともできないことはございませんけれども，主

として公共的な建物を利用してやる，こういうことを原則とい

たしておるわけであります．」 

(6)第16回国会衆議院文部委員会（昭和28年7月14日）政府職員

田中徳治説明員 

「特に地方の要望といたしましては，従来の災害復旧費関係

の予算，これは補助率は二分の一でございますが，これを少く

とも三分の二にして欲しい，それから校舎も大破以上の災害の

みを補助の対象に取上げたのでありますが，これも少くとも金

額十万以上のものを対象にしてほしい．なお校地も，ぜひ災害

補助の対象に取上げて欲しい．こういつた要望が非常に熾烈で

ございます．なお，こうした川の流域なり，あるいは山間部に

立ちます校舎におきましては，今度の災害におきましても，鉄

筋が非常に大きな役割を演じております．特に水没した地方に

おきまして，この鉄筋校舎が，従来におきましても多数の住民

の救助をしたという例も多いのでございまして，この際ぜひ鉄

筋の校舎を補助の対象にしてほしいということも地方の強い要

望でございます．特に，水害のあとにおきましては，校舎のほ

とんど大部分が避難救護の施設に利用されておるような現状で

ございまして，（略）こういつた地方におきましても，やはり

校舎の鉄筋化ということが望ましいのでございます．こういう

点におきましても，やはり今の鉄筋校舎の建築を補助の対象に

取上げてほしい，こういう要望が非常に強いのでございます．」 

(7)第16回国会衆議院文部委員会（昭和28年7月14日）辻原弘市

委員 

「災害の種類にも幾通りもございまするし，また大小もあり

まして，一概には言えないと思うのですが，（略）そういう点

からも，ただいま国でやつておりますような，いわゆる防火と

いうことを主体にした鉄筋建築の奨励ばかりでなく，恒久的な，

災害に対し得る校舎建築という立場から考える必要があると思

います．鉄筋建築のよさは基礎にあると思いますので，そうい

うふうな面からも，この鉄筋建築を大幅に奨励して行く形をお

とりになるお心組みがないか（中略）最近小都市，あるいは場

合によつてはいなかでも，私が申し上げたような意味合いから，

やはりつくるなら——今ちようどそういう校舎の更新期になつて

おりまして，一つは老朽，一つは年々の災害の問題，この二つ

から校舎が逐次更新されておる．そのときに，やるならば思い

切つて，多少一時的には金がかかつても鉄筋にして，将来安ん

じていられるものにしたい．こういうような意向が相当出て参

つているように私は思う．そういう点から，このわくを拡大し

て行つて，要防火地域のみならず，年々歳々災害が起る可能性

があると考えられる所には，鉄筋建築を奨励して行くようなお

心組みを，将来にわたつてお持ちになる必要があるんじやない

かと思います（後略） 

(8)第16回国会衆議院文部委員会（昭和28年7月14日）大達茂雄

国務大臣 

先ほど政府委員から申し上げましたように，災害救助法に基

く基準単価を引上げまして，(略)ところによりましては，不十

分なところもあるようであります．その点，特に無償で行きわ

たるように，せつかく大蔵省とも折衝をしております． 

(9)第32回国会参議院文教委員会（昭和34年10月15日）宮澤喜一

説明員 

「全般的にこのたびの災害復旧につきましては，いわゆる原

形復旧ばかりでなく，これを機会に改良復旧を考えなければな

らぬのではないかということが政府部内でもかなり支配的な考

え方になっております．ことに御指摘の学校の問題につきまし

ては，このたびも特に経験したことでありますが，災害の場合

に，事実上の避難所として頼り得る永久構築物が非常に少いと

いったようなことから，たまたま鉄筋あるいは鉄骨でありまし

た学校はそういう用にも現実に今日まで役に立っているわけで

あります．（中略）鉄筋にすることが一番いいことであります

が，しかしやはり単価が相当違うものでありますから，かりに

文部省の方で十分な予算を持つておりましても，地方財政の上

でなかなかついて来られないという事情もあります．（後略」 

(10)第33回国会 参議院 地方行政委員会（昭和34年12月1日）

鈴木壽委員 

「従来の災害，相当大きな火災等においてもいえると思うの

ですが，野外仮設の避難所の場合ですね．これは建てるとして

も，とてもこれくらいの金ではやれないというのが一般的な，

何と申しますか，現地の人たちの話なんです．ですから，やむ

を得ず学校等を使用する．これは，既存の建物利用というよう

な意味で，これは時期的にも手っ取り早いということですから，

しかし，それが長期にわたって学童の勉学に相当な支障を見て

おるにもかかわらず，そういう使用を続けていくという場合に，

一体なぜそんなことを続けるのかと申しますと，今の町村なり

府県等の持ち出しにおいてあまり大きくなって，とても耐えら

れないのだ，我慢してもらっているというような一つの考え方

になっている． 

(11)第33回国会 参議院 地方行政委員会（昭和34年12月1日）

瀬戸新太郎説明員 

「前段の収容施設，すなわち避難所の経費の問題であります

が，これは建前としましては，なるべく学校とか公民館とか，

公共建物を使うように努めておるわけでございます．そこで，

一日四円五十銭，冬季六円といいますのは，その収容所の維持

管理の費用——大体公共建物であれば使用料は無料という予想に

立っておるわけでございます．」 

(12)第84回国会参議院災害対策特別委員会（昭和53年6月2日）

福田赳夫国務大臣 

「（この法律によって，防災のための公共施設建築について

は地域の，また財政上の事情があるため）「はかばかしいとい

うほどの状態にはなっておりませんけれども，計画をずっと進

めておりますので，今後は（この法律と補助金で）さらにさら

にそれを推進をいたす，そのようにいたしたいと存じます．」 

(13)災害救助の実務 

「私人の建物又は器物等を使用した場合は，所有者の奉仕に
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或いは公会堂とか，寺院とか学校ということが考えられます．

それぞれ本來の使命を持つたものを使うより外，ちよつと急に

建てるといつても間に合わんものでございますから，殊に收容

します場合には，現在のところでは，先ず学校が一番多数收容

できまするし，やれるものでございますから，先程私御報告に

申し上げました東京都の二十万人の罹災者の收容というものも，

主に学校を狙いにしておるのでございます．」 

(4)第1回国会衆議院 文教委員会議録第11号(1947年10月2日)森

戸国務大臣 

「またその他の學校用具についても，重要な措置をできるだ

け早く講じ，一日も早く子供が勉強できるように，なお直接水

災に遭わない地方の學校においても罹災者の避難所に當てられ

たということで，學校教育が停止され，あるいは當分思うよう

に規則的にできないという事態も，水災地でない近接地方に生

じておるのであります．もちろん罹災者の救濟，應急的な救濟

にあたりましては，公共施設として學校は，できるだけそれが

ために施設を提供し，協力いたしたいと考えておるのでありま

すが，同時に教育の面も，さような任務を負擔しながら，でき

るだけ完遂いたさなければならぬと思いまするので，考究いた

しまして，適當な措置を講じたいと存じておる次第であります． 

(5)第7回国会衆議院災害地対策特別委員会（昭和25年4月22日） 

熊崎正夫説明員 

「私どもは災害におきまする応急救助の仕事の方をやつてお

りますが，これは現在災害救助法という法律に基きまして，先

ほど小金委員の方からお話がありましたように，生活必需品の

貸与あるいは被服の貸与，たき出し，避難所の設置，そういつ

たことをやつておるわけです．それで今までの災害に共通する

ことでありますが，大体羅災者を收容する場合には，主として

公共の建物を利用するということを考えまして，学校や病院あ

るいはお寺，そういつたところを避難所として一応指定をしま

して，そこに必要罹災者を全部收容するということを，各県に

おいては原則として行つておるわけであります．ただいまお話

になりましたことは，それ以外に，あるいは旅館その他の私の

住宅あたりも使うような措置はできないものか，こういう御質

問の趣旨だと存じますが，その点は災害救助法の第二十六條に，

一応都道府県知事は，救助を行うために特に必要があると認め

る場合には，旅館その他の施設を管理することができるという

ふうな強制規定を設けてはございますが，しかし実際これを行

うということになりますると，羅災地の県知事におきましても，

いろいろと強権を発動するという形をとらなければならないた

めに，なかなか実施をすることは，困難であるということを考

えまして，先ほど申し上げましたような公共的な建物を利用す

るという方法を常にとつておるわけでございます，だから法的

にはそういうこともできないことはございませんけれども，主

として公共的な建物を利用してやる，こういうことを原則とい

たしておるわけであります．」 

(6)第16回国会衆議院文部委員会（昭和28年7月14日）政府職員

田中徳治説明員 

「特に地方の要望といたしましては，従来の災害復旧費関係

の予算，これは補助率は二分の一でございますが，これを少く

とも三分の二にして欲しい，それから校舎も大破以上の災害の

みを補助の対象に取上げたのでありますが，これも少くとも金

額十万以上のものを対象にしてほしい．なお校地も，ぜひ災害

補助の対象に取上げて欲しい．こういつた要望が非常に熾烈で

ございます．なお，こうした川の流域なり，あるいは山間部に

立ちます校舎におきましては，今度の災害におきましても，鉄

筋が非常に大きな役割を演じております．特に水没した地方に

おきまして，この鉄筋校舎が，従来におきましても多数の住民

の救助をしたという例も多いのでございまして，この際ぜひ鉄

筋の校舎を補助の対象にしてほしいということも地方の強い要

望でございます．特に，水害のあとにおきましては，校舎のほ

とんど大部分が避難救護の施設に利用されておるような現状で

ございまして，（略）こういつた地方におきましても，やはり

校舎の鉄筋化ということが望ましいのでございます．こういう

点におきましても，やはり今の鉄筋校舎の建築を補助の対象に

取上げてほしい，こういう要望が非常に強いのでございます．」 

(7)第16回国会衆議院文部委員会（昭和28年7月14日）辻原弘市

委員 

「災害の種類にも幾通りもございまするし，また大小もあり

まして，一概には言えないと思うのですが，（略）そういう点

からも，ただいま国でやつておりますような，いわゆる防火と

いうことを主体にした鉄筋建築の奨励ばかりでなく，恒久的な，

災害に対し得る校舎建築という立場から考える必要があると思

います．鉄筋建築のよさは基礎にあると思いますので，そうい

うふうな面からも，この鉄筋建築を大幅に奨励して行く形をお

とりになるお心組みがないか（中略）最近小都市，あるいは場

合によつてはいなかでも，私が申し上げたような意味合いから，

やはりつくるなら——今ちようどそういう校舎の更新期になつて

おりまして，一つは老朽，一つは年々の災害の問題，この二つ

から校舎が逐次更新されておる．そのときに，やるならば思い

切つて，多少一時的には金がかかつても鉄筋にして，将来安ん

じていられるものにしたい．こういうような意向が相当出て参

つているように私は思う．そういう点から，このわくを拡大し

て行つて，要防火地域のみならず，年々歳々災害が起る可能性

があると考えられる所には，鉄筋建築を奨励して行くようなお

心組みを，将来にわたつてお持ちになる必要があるんじやない

かと思います（後略） 

(8)第16回国会衆議院文部委員会（昭和28年7月14日）大達茂雄

国務大臣 

先ほど政府委員から申し上げましたように，災害救助法に基

く基準単価を引上げまして，(略)ところによりましては，不十

分なところもあるようであります．その点，特に無償で行きわ

たるように，せつかく大蔵省とも折衝をしております． 

(9)第32回国会参議院文教委員会（昭和34年10月15日）宮澤喜一

説明員 

「全般的にこのたびの災害復旧につきましては，いわゆる原

形復旧ばかりでなく，これを機会に改良復旧を考えなければな

らぬのではないかということが政府部内でもかなり支配的な考

え方になっております．ことに御指摘の学校の問題につきまし

ては，このたびも特に経験したことでありますが，災害の場合

に，事実上の避難所として頼り得る永久構築物が非常に少いと

いったようなことから，たまたま鉄筋あるいは鉄骨でありまし

た学校はそういう用にも現実に今日まで役に立っているわけで

あります．（中略）鉄筋にすることが一番いいことであります

が，しかしやはり単価が相当違うものでありますから，かりに

文部省の方で十分な予算を持つておりましても，地方財政の上

でなかなかついて来られないという事情もあります．（後略」 

(10)第33回国会 参議院 地方行政委員会（昭和34年12月1日）

鈴木壽委員 

「従来の災害，相当大きな火災等においてもいえると思うの

ですが，野外仮設の避難所の場合ですね．これは建てるとして

も，とてもこれくらいの金ではやれないというのが一般的な，

何と申しますか，現地の人たちの話なんです．ですから，やむ

を得ず学校等を使用する．これは，既存の建物利用というよう

な意味で，これは時期的にも手っ取り早いということですから，

しかし，それが長期にわたって学童の勉学に相当な支障を見て

おるにもかかわらず，そういう使用を続けていくという場合に，

一体なぜそんなことを続けるのかと申しますと，今の町村なり

府県等の持ち出しにおいてあまり大きくなって，とても耐えら

れないのだ，我慢してもらっているというような一つの考え方

になっている． 

(11)第33回国会 参議院 地方行政委員会（昭和34年12月1日）

瀬戸新太郎説明員 

「前段の収容施設，すなわち避難所の経費の問題であります

が，これは建前としましては，なるべく学校とか公民館とか，

公共建物を使うように努めておるわけでございます．そこで，

一日四円五十銭，冬季六円といいますのは，その収容所の維持

管理の費用——大体公共建物であれば使用料は無料という予想に

立っておるわけでございます．」 

(12)第84回国会参議院災害対策特別委員会（昭和53年6月2日）

福田赳夫国務大臣 

「（この法律によって，防災のための公共施設建築について

は地域の，また財政上の事情があるため）「はかばかしいとい

うほどの状態にはなっておりませんけれども，計画をずっと進

めておりますので，今後は（この法律と補助金で）さらにさら

にそれを推進をいたす，そのようにいたしたいと存じます．」 

(13)災害救助の実務 

「私人の建物又は器物等を使用した場合は，所有者の奉仕に
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よる場合のほか，その使用謝金又は借り上げ料を支払うことに

なるが，公立の学校，公会堂，公民館等の公共的建物又は器物

等を使用した場合は原則として無償である．すなわち法による

救助は，地方公共団体，国民の協力のもとに行われるものであ

るから，これら公共的建物等を活用させることは当然であるか

らである」 
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原子力発電所の立地・周辺地域におけるリスクコミュニケーション 

への活用に向けたペルソナの設定に関する研究 
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   The purpose of this study is to utilize the persona method to develop effective risk messages that encourage 
participation in risk communication among people who are indifferent to nuclear disaster prevention. We conducted a 
questionnaire survey of residents in 15 municipalities near the Tokai No. 2 Power Station, including Tokai Village and 
Mito City in Ibaraki Prefecture, and classified residents into four clusters based on their risk perception of nuclear 
power plants and interest in social issues. Each cluster was characterized by gender, age, occupation, lifestyle, 
information behavior, disaster preparedness behavior, and attitudes toward energy policy, indicating that an objective 
and reproducible persona method can be created.  
 
Keywords: personas, risk communication, risk perception, social issues, nuclear power plants, cluster analysis 

 
 
１．はじめに 
 

(1) 研究の背景 
2011 年の東北地方太平洋沖地震・東京電力福島第一原
子力発電所事故以降，国や地方自治体，電力事業者は，

原子力発電所の再稼働に向けて地域の住民から賛否にか

かわらず，原子力防災に関する適切な理解を得る必要が

あり，リスクコミュニケーションの重要性が増している． 
原子力防災を含めた原子力発電所に関する様々な問題

を住民参加で話し合う新たな試みとして，島根県松江市

や茨城県東海村では無作為抽出で通知を受けた住民のう

ち，参加希望者が議論する｢自分ごと化会議｣1）2）3）が開

かれた．ただ，参加者は少数にとどまり，多くの無関心

層に参加を促すまでは至っていない． 
一方，近年，マーケティングの分野では，製品やサー

ビスを開発するうえで Cooper4） が提案した，量的調査や
質的調査を通じて性別や年齢，職業，家族構成，趣味・

嗜好，生活様式，情報源の種類など詳細にわたる仮想的

な人物像を設定し，ユーザーのニーズの把握や，組織内

でのユーザーに対する共通認識の醸成が容易になり，プ

ロジェクトを効率よく進行できるなどの利点を持つ｢ペル

ソナ｣という手法が広く導入されている． 
ペルソナ手法の活用は，従来の画一的なリスクメッセ

ージではなく，無関心層に焦点を当てたリスクメッセー

ジを作成しうるという点で，原子力防災に関心を持たな

い多くの住民に対して，リスクコミュニケーションに関

心を喚起させ，参加を促すことが期待される． 
本研究では，原子力防災に関するリスクコミュニケー

ションへのペルソナ手法の活用を検討していくが，その

対象地域は，全国の原子力発電所の中でも以下の特徴を

持つ茨城県東海村にある東海第二発電所の立地・周辺地

域（以下｢東海地域｣）とした．東海第二発電所は首都圏

に唯一ある原子力発電所であり，茨城県 5）によると30km
圏内の住民は約 94万人と全国で最多であるほか，他の原
子力発電所と地元同意に関するプロセスが大きく異なり，

立地する東海村だけでなく，水戸市など周辺 5市も｢実質
的な事前了解権｣があり，再稼働の是非の判断にかかわる

ことになる.これらの地理的な条件や，関係する人口の多
さから東海地域はペルソナ手法を活用したリスクコミュ

ニケーションを検討するうえで有用と考えられる． 
 
(2) 先行研究 

原子力防災や原子力発電所に対する政策態度を扱った

研究は梅本6）や電力中央研究所7），渋谷ら8），浅沼ら9）

などがある．その多くは対象の住民を性別や年齢，居住

する自治体などをもとにクロス分析や多変量解析などで 
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図1 茨城県18)東海村にある東海第二発電所周辺の地図 

 

分析しているが，得られた知見をもとに，それぞれの住

民に対してどのようなリスクメッセージを発信すべきか

が明らかにはされていない． 

茨城県日立市10）や那珂市11）など東海地域の自治体も原

子力防災などに関連した住民へのアンケート調査を行っ

ているが，回答者の性別や年齢などに偏りがあり，住民

の全体像を必ずしもとらえきれてはいない． 
近年，効果的なリスクコミュニケーションを検討する

うえで， 製品やサービスを使用する典型的なユーザーを

表すために仮想的な人物像を作成するペルソナ手法の活

用を試行する研究もある． 
NTTデータ経営研究所12）は経済産業省と連携し，東北

地方太平洋沖地震・東京電力福島第一原子力発電所事故

後の福島県における風評被害について，ペルソナを活用

したリスクコミュニケーションのアプローチ方法の可能

性を検討した．福島県に対する価値観に関する質問の回

答から因子分析で7つの因子を抽出し，回答者を｢当事者

意識層｣｢引っ込み思案層｣など6つの層に分類した．それ

ぞれの心理・行動特性を踏まえたアプローチ方法を考察

したとするが，特徴づけに関する詳細な根拠を示してお

らず，それらの知見をもとにどのようなリスクメッセー

ジを作成すべきかを検討するのは難しい． 
原子力発電所のリスクコミュニケーションの新たな取

り組みとして，夛田13）はペルソナ手法の活用を提案して

いる．2回にわたるインターネットでのアンケート調査を

通じて｢社会課題に関する詳しさ｣と｢エネルギー利用にあ

たり実践・行動していること｣をもとに，原子力発電所に

対する態度があいまいな中間層を対象に，｢社会課題アン

テナ層｣｢暮らしの安心重視層｣など4種類のペルソナを作

成した．ただ，提案したペルソナは，それぞれの層を構

成する対象者の性別，既婚/未婚，職業の比率など，それ

ぞれの層の回答結果を箇条書き程度にしてまとめたよう

なものにとどまっているのに加え，評価軸のひとつであ

る，社会課題に関する詳しさは回答者の主観的判断に頼

っていることからデータの客観性は高くはない． 
古田ら14）は地震防災について，大学生・大学院生を対

象に地震に関する知識・関心および不安などの質的調査

と量的調査を実施し，｢防災対策の有無｣と｢防災に関する

関心の高低｣をもとに｢関心は高いが危機感が薄い｣｢リス

クの意識が薄く，将来的に危険｣といった4 種類のペルソ

ナを作成した．そのうえで，特定のペルソナを考慮した

リスクメッセージを作成した．ただ，「量的調査と質的

調査の両方を併用することは極めて重要である」と指摘

しているが，それらで得られたデータをもとにどのよう

にペルソナを作成したのか，詳細な過程や，完成した4種
類のペルソナを示していない．また，｢防災対策の有無｣

と｢防災に関する関心の高低｣の具体的な基準や，ペルソ

ナごとに提供すべきリスク情報によって内容構成を変え

たとするリスクメッセージの詳細も示していない． 
 ペルソナ手法で，それぞれの住民が受け止めやすいメ

ッセージを発信でき，無関心層の住民も｢自分ごと｣とし

てとらえられることが期待されるが，先行研究で客観的

で再現可能性が高い方法は必ずしも確立されてはいない． 
 
(3) 本研究の目的 

 本研究は，原子力防災の無関心層にリスクコミュニケ

ーションへの参加を促すリスクメッセージの作成に向け，

ペルソナ手法を実用化すべく，原子力発電所の立地・周

辺地域の住民を対象としたインターネットのアンケート

調査をもとに，原子力発電所に対するリスク認知と社会

問題への関心から回答者を分類し，個人の属性や生活行

動，情報行動などから客観的かつ高い再現可能性でペル

ソナを設定する手法を提案することを目的とする． 
 具体的には，原子力発電所に対するリスク認知と社会

問題への関心を主成分分析によって集約し，それらをも

とに，クラスター分析で回答者を分類したうえで，クロ

ス分析によって各クラスターの個人の属性や生活行動，

情報行動の特徴を抽出する手法を提示する． 
本稿の構成は以下の通りである．2.では調査の概要を説

明し，3.では回答者を分類するひとつの軸である原子力

発電所に対するリスク認知を，4.ではもうひとつの軸で

ある社会問題への関心を主成分分析によって集約する過

程を説明する．5.ではクラスター分析によって回答者を

各クラスターに分類し，6.ではクロス分析によってそれ

ぞれのクラスターの特徴を抽出し，ペルソナの設定に向

けた検討を行う過程を説明する．7.では結論と今後の課

題をまとめる． 
 
 
２．調査の概要 
 

(1) 研究対象地域 
本研究では，図1で示した日本原子力発電の東海第二発

電所の立地・周辺地域である東海地域を対象とする．東

海村と水戸市15），日立市，常陸太田市，那珂市，ひたち

なか市の周辺5市は日本原子力発電と2018年に安全協定を

結び，再稼働に対し｢実質的な事前了解権｣を持つ．2019
年には常陸大宮市など30km圏内の8市町村が再稼働の意

見表明を可能とする協定を同社と結んだ．協定に署名し

ていない小美玉市も同等の権利を持つ．これら計15自治
体は｢東海第二発電所安全対策首長会議｣を構成している．  
茨城県16）によると，調査対象の15自治体の2022年1月
時点の人口は計105万人で，うち水戸市が約27万人（全体

の25.8％）で日立市が約17万人（約16.4％），ひたちなか

市が約16万人（14.9％）と，3都市で人口が10万人を超え
ている．立地する東海村も約4万人（3.6％）と全国の村

の中でも人口が上位に位置する． 
東海第二発電所は東北地方太平洋沖地震で被災して稼

働を停止しているが，日本原子力発電17）は2024年9月に
安全性向上対策工事を終える計画を公表しているなど再

稼働を目指している．茨城県や周辺自治体も避難計画の

策定を進めている． 
それぞれの利害関係者は東海地域の住民に向けたコミ

ュニケーション活動を強化している．日本原子力発電は

協定を結ぶ15自治体の住民などに対し，説明会の開催や

メディアを活用した情報発信などを通じて同社の事業へ

の理解促進と信頼感の醸成を図っている．茨城県18）は 

156



 

 

3 
 

表 1 アンケート調査の実施概要 

 

 

2020年から日本原子力発電が実施する工事に対する安全

性の検証や避難計画の策定状況などを伝える広報誌｢原子

力広報いばらき｣を発行している．東海村も2020年から無
作為抽出の住民が原子力発電所に関する様々な問題を話

し合う｢東海村“自分ごと化”会議｣を開催した． 
 
(2)インターネット調査の概要 

インターネット調査会社を通じ，2022年2月17〜25日に
東海第二発電所安全対策首長会議を組織する計15自治体
に住む10〜70代の住民を対象にインターネットでアンケ

ート調査を実施した．当初は10代と70代を含めた年代と
性別をもとに均等割付する方向で計1500人のモニターか

らの回答を募っていたが，10代と70代からの回答が想定

に届かず，回収できた1428人の回答のうち，10代と70代
を除いた20〜60代の1338人の回答を分析対象とした．設

問の内容は夛田や浅沼らなどの先行研究や日立市や那珂

市のアンケート調査などを参考にして作成し，計21問の
設問を設定した.概要を表1に示す． 
a) 個人の属性 

居住する自治体や年齢，性別，職業，主な通勤・通学

先の自治体，同居する家族の構成などを聞いた． 
b) 生活行動 

今後，住民に向けてリスクメッセージを発信することを

検討しており，どのような場面で発信すれば有効かを考

察すべく，｢通勤・通学｣｢家事｣｢買い物｣｢会話・交際｣｢趣

味・娯楽｣｢学習・自己啓発｣｢行楽・散策｣｢スポーツ｣｢社

会参加（地域活動・ボランティアなど）｣といった日常的

に行う生活行動の頻度を聞いた． 
c) 情報行動 

 今後，住民へのリスクメッセージの発信を検討するう

えで，どのようなメディアを使えば有効かを考察すべく，

日常的な情報行動を聞いた．具体的には，テレビと新聞，

パソコン，スマートフォン，雑誌，本，ラジオの 7 種類
のメディアの利用頻度と，居住する自治体の広報物，配

布物や，インターネットサイトの閲覧頻度も聞いた． 
d) 社会問題への関心 

 国連 19）の持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable 
Development Goals）の17の目標を参考にしながら｢災害｣

｢気候変動｣｢家族｣｢技術｣など社会問題に関連する20項目

に対する関心の有無を調べた．災害や事故などの被害に

関する話題や様々な問題に対し，｢家族｣｢友人｣｢職場・学

校｣｢居住するコミュニティ｣｢居住する自治体｣｢近隣の自

治体｣｢茨城県内｣｢関東地方｣｢日本｣｢アジア｣｢世界｣のうち，

どの対象が｢人ごとではない｣と感じるかも聞いた． 
e) 原子力発電所に対するリスク認知 

 
図2 リスク認知に関する回答の分布（N=1338,SA） 

 

 Slovic20）のリスク認知の｢恐ろしさ因子｣を構成する｢制

御不可能―制御可能｣｢カタストロフィック―個人的｣｢受

動的―能動的｣などの尺度や，｢未知性因子｣を構成する

｢観察可能―観察不能｣｢接触している人が知っている―接
触している人が知らない｣｢影響が遅延的―影響が速攻的｣
などの尺度を参考にし，原子力発電所に対するリスク認

知について｢リスクはコントールできない｣｢リスクは地球

規模で大きな影響がある｣など15項目を5件法で聞いた． 
f) 防災に関する知識・行動 

東海第二発電所の事故発生時に指示される避難行動に

関する知識の有無，事故発生時に想定する避難場所や避

難手段，防災に関する様々な備えについて聞いた． 
g) エネルギー政策への態度 

火力や水力,太陽光,風力,地熱,原子力の6種類のエネルギ

ーの利用に対する賛否，東海第二発電所の再稼働に対す

る賛否，発電所にかかわる利害関係者（｢国｣｢茨城県｣｢居

住する自治体｣｢電力事業者｣｢マスコミ｣｢大学教授・研究

者｣｢NPO・市民団体｣の7主体）に対する信頼度を5件法で

聞いた． 
 
(3) 属性に関する基本的な集計結果 

 調査結果の分析には主にIBM SPSS Statistics version 28を
使用した．分析対象とした15自治体に住む20〜60代の回

答者の属性に関する基本的な集計結果は，性別は女性が

52.8％（N=706），男性が47.2％（N=632）だった．年齢
は30代，40代，50代がともに22.4％（N=300）で， 60代
が17.1％（N=229），20代が15.6％（N=209）だった． 
居住する自治体は，水戸市が32.9％と最も多く，日立

市が17.5％，ひたちなか市が16.9％，笠間市が4.9％，小
美玉市が4.4％，東海村が4.3％と続いた．実際の人口構成

に比べると特に水戸市の回答者の割合が高くなった． 
 職業は｢専業主婦・主夫｣と｢パート・アルバイト｣がと

もに15.6％と最多で，｢会社員（技術系）｣が13.6％，｢会
社員（その他）｣が10.8％，｢会社員（事務系）｣が9.9％，
｢無職｣が7.9％，｢公務員・団体職員｣が7.8％と続いた．主

な通勤・通学先は，水戸市が24.4％と最も多く，日立市

が12.6％，ひたちなか市が12.1％，東海村が3.3％と続い
た．15自治体を主な通勤・通学先とするのは71.2％だっ
た．通勤・通学をしていない回答者の21.1％を含め9割以
上が15自治体を日常的な生活圏としているとみられる． 

 同居する家族構成は，｢配偶者・パートナー｣が63.8％，
｢親｣が24.5％，｢未就学の子供｣が14.8％，｢小学生の子供｣

が11.0％，｢中学生以上〜未成年の子供｣が10.9％，｢成年
以上の子供｣が11.0％だった．｢単身｣は14.5％だった．  

実施日程 2022年2月17～25日

対象自治体

茨城県水戸市，日立市，常陸太田市，高萩市，笠

間市，ひたちなか市，常陸大宮市，那珂市，鉾田

市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町，大子

町，東海村

（東海第二発電所安全対策首長会議を構成する15

自治体）

対象者 上記自治体に住む10〜70代の住民

配付・回収方法

インターネット調査会社を通じてアンケート調査

を実施．1500票を各年代・性別で均等割付する方

法で募集

回収数 1428票

分析対象数 10代と70代を除いた1338票
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３．原子力発電所に対するリスク認知 
 

 東海村や水戸市などの自治会長や自主防災組織の代表

を対象に東海第二発電所に対するリスク認知などを分析

した浅沼らは，リスク認知が情報行動や防災行動，エネ

ルギーの政策態度と整合的な関係があると確認している．

夛田はエネルギー利用での実践・行動を，古田らは防災

対策をもとに調査対象者を分類したが，本研究では，リ

スク認知に着目し，それに関する様々な考え方を聞いた． 

 

(1) リスク認知に関する基本的な集計結果                                             

 アンケート調査では，原子力発電所に対するリスク認

知について｢リスクはコントロールできない｣｢リスクは地

球規模で大きな影響がある｣など15項目を｢賛成/同意でき

る｣｢やや賛成/同意できる｣｢どちらともいえない｣｢やや反

対である｣｢反対である｣の5件法で聞いた． 
15項目の回答状況は図 2で示した．｢賛成/同意できる｣

との回答が最多だったのは，｢リスクは結末が致命的だ｣

の 41.3％で，｢リスクは恐ろしい｣が 41.2％と続き，｢リス

クは地球規模で大きな影響がある｣が 35.4％と，影響に関
する項目が上位だった．一方，｢リスクにさらされている

人が知らない｣が 8.4％，｢リスクは科学的に未解明であ

る｣が 9.9％，｢リスクは影響がゆっくりと表れる｣が

11.5％と，認識に関する項目は少なかった． 
 

(2) リスク認知の主成分分析による集約 

原子力発電所に対するリスク認知に関する15項目をそ

のまま分析するのは煩雑なことから主成分分析によって

集約した．固有値1以上で累積寄与率が50％を超え，解釈
が可能な3成分が適切だと判断した（累積寄与率59.1％）．

バリマックス回転後の各成分の負荷量を表2に示す． 
最も寄与率が高い第1成分は，｢リスクは結末が致命的

だ｣｢リスクは地球規模で大きな影響がある｣｢リスクは恐

ろしい｣｢リスクは壊滅的である｣｢将来の人類にとってリ

スクが大きい｣｢リスクが増大する傾向｣という6項目で構

成された（固有値=4.3，寄与率28.5％）．いずれも原子

力発電所のリスクの影響が時間的にも空間的にも大きく

なることを想起させる項目だった．この成分はSlovicの
｢恐ろしさ因子｣を構成する尺度と共通する項目が多い結

果となったことから｢影響拡大性｣と命名した． 
 

表 2 リスク認知の主成分分析の結果 

 

 
図3 ｢影響拡大性｣のヒストグラム（N=1338） 

 

 
図4 ｢制御不能性｣のヒストグラム（N=1338） 

 

 
図5 ｢把握不能性｣のヒストグラム（N=1338） 

 

第2成分は，｢リスクはコントロールできない｣｢リスク

は小さくすることが困難である｣｢リスクは不平等である｣ 
｢リスクは科学的に未解明である｣｢リスクは自分の意思で

避けられない｣の5項目で構成された（固有値=2.5，寄与
率16.7％）．いずれも原子力発電所のリスクを自ら制御

できないことを示すことから，｢制御不能性｣と命名した． 
 第3成分は，「リスクは目に見えない｣｢リスクは影響が

ゆっくりと表れる｣｢リスクは古い｣｢リスクはさらされて

いる人が知らない｣の4項目で構成された（固有値=2.1，
寄与率13.9％）．いずれも原子力発電所のリスクの把握

にかかわり，Slovicの｢未知性因子｣を構成する尺度と共

通する項目が多いことから，｢把握不能性｣と命名した． 
 これらの3成分｢影響拡大性｣｢制御不能性｣｢把握不能性｣

のヒストグラムを図3，図4，図5で示す．｢制御不能性｣と

｢把握可能性｣は比較的左右対称に分布していた．｢影響拡

大性｣は，構成する項目についていずれも｢どちらともい

えない｣と回答した割合と，大半の項目に｢賛成/同意でき

る｣と回答した割合が一定程度占めたことでピークが複数

に分かれるなど他の成分に比べて複雑な分布になった． 

第1成分 第2成分 第3成分
結末が致命的だ 0.882 0.097 -0.011

地球規模で大きな影響がある 0.876 0.068 -0.007

恐ろしい 0.856 0.100 0.023

壊滅的である 0.821 0.200 -0.113

将来の人類にとってリスクが大きい 0.807 0.260 -0.159

増大する傾向 0.568 0.366 -0.346

コントロールできない 0.310 0.733 -0.144

小さくすることが困難 0.203 0.726 0.127

不平等である 0.129 0.620 0.090

科学的に未解明である -0.096 0.591 0.236

自分の意思で避けられない 0.315 0.576 0.282

目に見えない 0.049 0.188 0.739

影響がゆっくりと表れる -0.206 -0.072 0.710

古い 0.058 0.107 0.631

さらされている人が知らない -0.202 0.242 0.545

固有値 4.279 2.505 2.085

寄与率（％） 28.526 16.700 13.898

累積寄与率（％） 28.526 45.226 59.124
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４．社会問題への関心 
 

 ペルソナを設定するのに，夛田は社会課題に関する詳

しさ，古田らは防災に関する関心をもとに調査対象者を

分類しているが，本研究でも，様々な社会問題への関心

に着目した．ただ，客観性を持たせるため，どのような

問題に関心があるかを聞いた．以下，結果を示す． 

 
(1) 社会問題への関心に関する基本的な集計結果 

 東海地域の住民がどのような社会問題に関心があるの

かを調べるため，｢災害｣「気候変動」｢家族｣｢技術｣など

社会問題に関連する20項目に対する関心の有無を調べた． 
 最も関心が高かったのは｢医療｣で，全体の57.5％が関
心があると回答し，｢災害｣（47.9％），｢経済｣（46.9％）

が続いた．回答者自身や家族など身の回りに関わる可能

性がある項目には半数前後の回答者が関心を持っている

一方，｢人種・国籍｣（13.8％），｢ジェンダー｣（14.9％），

｢技術｣（19.7％）など回答者によってはかかわりが少な

いとみられる項目への関心が低かった（図6）． 
 
(2) 社会問題への関心の主成分分析による集約 

 原子力発電所に対するリスク認知と同様，社会問題へ

の関心に関連する20項目をそのまま分析するのは煩雑な

ため，主成分分析によって集約した．その結果，固有値1
以上で累積寄与率が50％を超え，解釈が可能な4成分が適
切だと判断した（累積寄与率53.3％）．バリマックス回

転後の各成分の負荷量を表3に示す． 
寄与率が最も大きい第1成分は，｢災害｣｢気候変動｣｢事

件・事故｣｢食糧・水｣｢平和｣｢自然環境｣の6項目で構成さ

れた（固有値=3.3，寄与率16.6％）．時間軸は異なるが，

いずれも回答者の生命や安全にかかわり，また，特に気

候変動や自然環境については｢環境｣と表すことができる

ことから，｢安全・環境｣と命名した． 
第2成分は，｢家族｣｢教育｣｢地域・コミュニティ｣｢医療｣
｢福祉｣の5項目で構成された（固有値=2.6，寄与率

12.9％）．教育や医療・福祉は，主に家族や地域が主体

的にかかわることに着目し，それらの概念を包含する｢家

族・地域｣と命名した． 
第3成分は，｢ジェンダー｣｢人種・国籍｣｢貧困｣｢格差｣の

4項目で構成された（固有値=2.4，寄与率12.0％）．これ

らはいずれも格差や差別につながりうる項目であること

から｢格差・差別｣と命名した． 
第4成分は，｢技術｣｢エネルギー｣｢資源｣｢経済｣｢労働｣の5
項目で構成された（固有値=2.4，寄与率11.8％）．本研 
 

 
図6 社会問題への関心の回答の分布（N=1338,MA） 

表 3 社会問題への関心の主成分分析の結果 

 
 
 

 
図7 ｢安全・環境｣のヒストグラム（N=1338） 

 

 
図8 ｢家族・地域｣のヒストグラム（N=1338） 

 

第1成分 第2成分 第3成分 第4成分
災害 0.742 0.183 0.075 0.127

気候変動 0.732 0.097 0.204 0.146

事件・事故 0.642 0.305 -0.013 0.073

食糧・水 0.586 0.257 0.106 0.236

平和 0.553 0.196 0.266 0.181

自然環境 0.546 0.092 0.226 0.361

家族 0.232 0.692 0.065 0.059

教育 0.001 0.690 0.230 0.202

地域・コミュニティ 0.136 0.596 0.147 0.156

医療 0.361 0.580 0.029 0.049

福祉 0.345 0.563 0.194 0.021

ジェンダー -0.010 0.080 0.762 0.045

人種・国籍 0.147 0.054 0.742 0.146

貧困 0.263 0.266 0.634 0.104

格差 0.253 0.264 0.633 0.156

技術 0.050 0.089 0.086 0.802

エネルギー 0.234 0.049 0.069 0.779

資源 0.468 0.137 0.205 0.527

経済 0.332 0.243 0.119 0.527

労働 0.144 0.352 0.306 0.411

固有値 3.328 2.574 2.394 2.367

寄与率（％） 16.642 12.869 11.969 11.836

累積寄与率（％） 16.642 29.511 41.480 53.316
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図9 ｢格差・差別｣のヒストグラム（N=1338） 

 

 
図10 ｢エネルギー・経済｣のヒストグラム（N=1338） 

 

究では原子力防災に関するリスクコミュニケーションに

主眼を置いているほか，資源もエネルギーに重複する部

分も多いことからエネルギーという文言をそのまま採用

し，さらに技術や労働はいずれも経済に深くかかわるこ

とから｢エネルギー・経済｣と命名した． 
 ｢安全・環境｣｢家族・地域｣｢格差・差別｣｢エネルギー・

経済｣の 4成分のヒストグラムは図 7，図 8，図 9，図 10
のようになった．4成分とも，それぞれを構成する項目

に対していずれも関心が｢ない｣とした回答が一定程度占

める影響で，特定の値にピークが出現している． 

 
 
５．原子力発電所に対するリスク認知と社会問題

への関心をもととしたクラスター分類 
 

3.で得られた原子力発電所に対するリスク認知に関す

る3成分と，4.で得られた社会問題への関心に関する4成
分の計7成分をもとに,ペルソナ設定に向けて回答者を分

類する．データ量が多いことから非階層クラスター分析

（k-means法）を行った．クラスター数は予め設定する必

要があり，試行として5つに分類すると，最大のクラスタ

ーが全体の38.0％（N=508）に対し，最小のクラスター

は4.2％（N=56）にとどまった．ペルソナを設定するう

えで少数のクラスターは扱いづらいと判断し，4つに分類
することにした． 
 クラスターを4つに分類すると，クラスター1は全体の

14.6％（N=196），クラスター2は40.9％（N=547），ク
ラスター3は18.0％（N=241），クラスター4は26.5％
（N=354）に分けられた．表4で示した各クラスターの中

心から判断すると，それぞれのクラスターに分類される

回答者は，大別すると以下のような傾向となった． 
 クラスター1は，社会問題への関心が全般的に高く，原

子力発電所に対するリスクは影響が拡大し，制御と把握 

表4 各クラスターの中心とサンプル数 

 
 
ができないとするのに対し，クラスター2は，社会問題へ

の関心が全般的に低く，原子力発電所に対するリスクは

制御が不能とみている．クラスター3は，｢エネルギー・

経済｣への関心が高く，原子力発電所に対するリスクは把

握できないとし，クラスター4は，｢安全・環境｣と｢家               
族・地域｣への関心が高く，原子力発電所のリスクは影響

が拡大し，把握できないととらえている． 
 
 
６．クラスターの特徴 

 
ペルソナの作成にあたっては，夛田はそれぞれの層に

分類された対象者の男女比などを箇条書き程度にしてま

とめた．古田らは量的・質的調査をもとに分類したとす

るが，詳細な過程を示していない．本研究では，5.で得
られた各クラスターにはどのような特徴があるのか，ク

ロス分析をもとに客観的な手法を使いながら考察する． 
 
(1) 個別的な検討 
調整済みの標準化された残差が1.96よりも大きく，他

の頻度よりも有意に頻度が多い項目に着目し，他のクラ

スターとの違いを抽出すると，次のような結果となった． 
まず，属性とクラスターの関係性について把握した．

性別，年代，職業，同居する家族などの構成における分

布を図11，図12，図13，図14で示した．性別をみると，

女性はクラスター1とクラスター4，男性はクラスター3が，
年代では，20代はクラスター2，30代はクラスター4が多
かった．職業では，｢自由業・フリーランス｣｢学生｣はク

ラスター1，｢無職｣はクラスター2，｢会社員（技術系）｣ 
 

 
図11 性別における各クラスターの分布（N=1338,SA） 

 

 
図12 年代における各クラスターの分布（N=1338,SA） 

1 2 3 4
安全・環境 0.32455 -0.21333 -0.00414 0.15276

家族・地域 0.23648 -0.61898 -0.22997 0.98207

格差・差別 1.93587 -0.22674 -0.48282 -0.39279

エネルギー・経済 0.26889 -0.44591 1.43700 -0.43815

影響拡大性 0.42353 -0.24222 -0.33834 0.37012

制御不能性 0.23270 0.17064 -0.48421 -0.06286

把握不能性 0.17195 -0.43454 0.35158 0.33690

分類されたサンプル数（N） 196 547 241 354

クラスター
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図13 職業における各クラスターの分布（N=1338,SA） 

 

 
図14 同居者における各クラスターの分布（N=1338,SA） 

 

｢経営者・役員｣はクラスター3，｢専業主婦・主夫｣｢パー

ト・アルバイト｣はクラスター4が多かった．同居する家

族構成は，｢親｣はクラスター2，｢単身｣はクラスター3，
｢配偶者・パートナー｣｢未就学の子供｣｢小学生の子供｣｢中

学生〜未成年の子供｣はクラスター4が多かった． 
次にクラスターの特徴を抽出するため，各クラスター

と生活行動（図15），情報行動（図16），自治体が発行

する広報誌・配布物や自治体のインターネットサイトの

閲覧頻度（図17），災害や事故などで｢人ごとではない｣

と感じる対象のうち，最も回答者から遠い対象（図

  
図15 各クラスターの生活行動の実施頻度（N=1338,SA） 

 
18），東海第二発電所事故時の対応に関する知識（図19）
と防災行動（図20），エネルギーの利用の賛否（図21），
東海第二発電所にかかわる利害関係者に対する信頼度

（図22）について，それぞれクロス分析を行った． 
a) クラスター1の特徴 

生活行動としては｢趣味・娯楽｣｢スポーツ｣｢学習・自己

啓発｣｢社会参加｣の実施頻度が多く，他のクラスターに比

べると非常にアクティブな日常生活を過ごしている傾向

がみられた（図 15）．情報行動は，パソコンを頻繁に利

用し，自治体の広報誌や配布物は｢週1,2回程度｣閲覧し，

自治体の情報も積極的に収集している（図 16，図 17）． 
 ｢人ごとではない｣と感じる対象のうち，最も回答者か

ら遠いもので多い回答は｢世界｣で，他のクラスターに比

べ広い範囲の災害などに関心を抱いている（図 18）． 
 防災に対する備えは｢避難方法，避難場所・経路の確

認｣｢非常用袋の準備｣｢非常食・飲料水の備蓄｣｢避難訓練

の参加｣とかなり積極的に準備している（図20）． 
エネルギー利用は，再生可能エネルギーは｢賛成｣，原

子力は｢反対｣が多かった．東海第二発電所の再稼働は｢反

対｣ で，再稼働にかかわる国，茨城県，居住する自治体，

電力事業者に対する不信感が強かった（図21，図22）． 
b) クラスター2の特徴 

 生活行動は｢買い物｣と｢通勤・通学｣の頻度は多いが｢家

事｣｢会話・交際｣｢趣味・娯楽｣｢学習・自己啓発｣｢行楽・

散策｣｢スポーツ｣｢社会参加｣はいずれも｢しない｣が多く,
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図16 各クラスターの情報行動の実施頻度（N=1338,SA） 
 

 
図17 各クラスターの居住自治体の広報誌・配布物， 

インターネットサイトの閲覧頻度（N=1338,SA） 
 
最低限必要な行動以外は消極的だった（図15）． 
情報行動もパソコンとスマートフォン，雑誌，本，ラ

ジオの利用はいずれも｢しない｣が，居住する自治体の広

報誌や配布物，インターネットサイトは｢まったく見な

い｣が多いなど消極的だった（図16，図17）． 
｢人ごとではない｣と感じる対象のうち，最も回答者か

ら遠いものの中で多い回答は｢なし｣で，他のクラスター

に比べて関心や共感を抱く対象が狭かった（図 18）． 
 事故時の避難行動は｢知らない｣，防災に対する備えは

｢特に行っていない｣が多く，事故時は避難先や避難手段

など他人に依存する可能性が示唆された（図19，図20）． 
 エネルギー利用の賛否は原子力だけでなく，すべてに

対して｢どちらともいえない｣が多く，東海第二発電所の

再稼働に対する賛否や，利害関係者に対する信頼度も，

態度を保留する傾向が強かった（図21，図22）．20代，
｢無職｣，親との同居者はクラスター2が多く，経済的にも 

 
図18 各クラスターが｢人ごとではない｣と感じる 

対象のうち最も遠い対象（N=1338,SA） 

 

 
図19 各クラスターの東海第二発電所事故時の対応に 

関する知識の有無（N=1338,SA） 

 

 
図20 各クラスターが実施する防災行動（N=1338,MA） 

 

精神的にも自立していない可能性も考えられる． 
c) クラスター3の特徴 

 生活行動は｢通勤・通学｣｢行楽・散策｣が，情報行動は

パソコンの利用頻度が多かった（図15，図16）． ｢人ご 
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図21 各クラスターの原子力などのエネルギーの利用や 

東海第二発電所再稼働への賛否（N=1338,SA） 

 

とではない｣と感じる対象のうち最も回答者から遠いもの

の中で多い回答は｢日本｣だった（図18）．クラスター3は，
東海第二発電所の事故時の避難行動を｢よく知っている｣

とするのが特徴的である（図19）．火力と太陽光，風力
は｢やや反対｣が，｢ベースロード電源｣と呼ばれる安定的

に発電できる水力，地熱，原子力と，東海第二発電所の

再稼働も｢賛成｣が多かった（図21）．再稼働に関わる国，
茨城県，居住する自治体，電力事業者には｢やや信頼感が

ある｣とした一方，第三者的な立場のマスコミ，NPO・市
民団体は｢不信感がある｣とした（図22）．東海村や日立
市には原子力関係を含む技術者が多く，｢会社員（技術

系）｣はクラスター3が多いことが関連していると推察さ
れる．エネルギーの安定を重視する姿勢は｢エネルギー・

経済｣への関心の高さと関係が深いように思われる． 
d) クラスター4の特徴 

同居する家族構成が｢配偶者・パートナー｣｢未就学の子

供｣｢小学生の子供｣｢中学生～未成年の子供｣はクラスター

4に多い（図14）．生活行動は，｢家事｣｢会話・交際｣が多
く，｢通勤・通学｣｢学習・自己啓発｣｢行楽・散策｣｢社会参

加｣が少なかった（図15）．情報行動は，テレビとスマー
トフォンと本の利用が多く，パソコンと雑誌が少ない．

自治体の広報誌や配布物は｢月に1,2回程度｣と比較的目に
する（図16，図17）など，クラスター4が多い｢専業主
婦・主夫｣｢パート・アルバイト｣という属性と整合的だっ

た．｢人ごとではない｣と感じる対象のうち，最も回答者

から遠いものの中で多い回答は｢近隣自治体｣と｢茨城県

内｣で，｢家族・地域｣への関心の高いクラスター4の特徴
と重なる（図18）．防災に対する備えは｢家族との連絡方
法｣｢こまめな給油｣｢防災アプリのインストール｣を比較的

積極的に行っていた（図20）．エネルギー利用は火力， 

 
図22 各クラスターの東海第二発電所の利害 

関係者に対する信頼度（N=1338,SA） 
  

表5 標準化された正準判別関数係数 

 
 

関数1 関数2 関数3
性別 -0.039 0.552 -0.028

同居の有無（配偶者・パートナー） 0.031 0.016 0.552

同居の有無（小学生の子供） 0.149 0.086 0.236

情報行動（本の利用頻度） 0.177 -0.036 -0.206

人ごとではない対象（友人） 0.212 -0.072 0.043

人ごとではない対象（職場・学校） 0.275 0.094 0.108

人ごとではない対象（近隣自治体） 0.285 0.064 0.053

人ごとではない対象（日本） 0.229 -0.097 0.102

人ごとではない対象（アジア） 0.149 -0.030 -0.397

人ごとではない対象（世界） 0.159 0.221 -0.262

防災行動（非常食・飲料水の備蓄） 0.190 -0.073 0.028

防災行動（防災アプリのインストール） 0.112 0.149 0.190

利用の賛否（火力） -0.045 0.164 0.196

利用の賛否（太陽光） 0.013 0.265 0.296

利用の賛否（地熱） 0.247 -0.179 -0.152

利用の賛否（原子力） 0.118 -0.390 0.079

利害関係者への信頼度（茨城県） -0.042 -0.239 0.104

利害関係者への信頼度（マスコミ） -0.284 0.031 -0.051

利害関係者への信頼度（大学教授・研究者） 0.291 -0.172 -0.029

利害関係者への信頼度（NPO・市民団体） -0.074 0.427 0.037

固有値 0.395 0.273 0.141

寄与率（％） 48.9 33.7 17.4

累積寄与率（％） 48.9 82.6 100.0

正準相関 0.532 0.463 0.352
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表 6 正準判別関数係数の Wilksのラムダ 

 
 
水力，太陽光，風力は｢賛成｣が多く，NPO・市民団体に
対して｢やや信頼感がある｣が多かった（図21，図22）． 
 
(2)判別分析による同時並行的な検討  
クラスター1からクラスター4をもとに，それぞれのク

ラスターを分類する基準について考察するため，判別分

析を行った．クラスター分析で使用した，原子力発電所

に対するリスク認知や社会問題への関心を除くすべての

質問項目をステップワイズ法で投入したところ，表5，表

6のような正準判別関数係数が得られた．有意な正準判別

関数として3つ析出され，寄与率は第1関数が48.9％，第2
関数は33.7％，第3関数は17.4％となった． 
得られた関数は性別，配偶者・パートナーや小学生の

子供の同居者の有無，非常食や飲料水の備蓄，防災アプ

リのインストールという防災行動，火力と再生可能エネ

ルギーに対する賛否，茨城県と，第三者的なリスクコミ

ュニケーションの担い手となるマスコミや大学教授・研

究者，NPO・市民団体に対する信頼度によって構成され

ていた．交差確認済みのグループ化されたケースのうち

54.5％が正しく分類できるとし，これらによってクラス

ター1からクラスター4までを判別できる可能性がある． 
 
(3) 総合的な考察 
各クラスターと個人の属性や生活行動，情報行動など

とクロス分析を行った結果，次のような住民像（ペルソ

ナ）が浮かび上がってきた．社会問題への関心が全般に

高く，原子力発電所に対するリスク認知が高いクラスタ

ー1 は，女性や，自由業・フリーランスや学生に多く，
様々な活動に積極的で，頻繁に情報収集もしている．再

生可能エネルギーの利用には賛成し，東海第二発電所の

再稼働には反対している．社会問題への関心が全般的に

低いクラスター2 は，無職や，20 代に多く，生活に最低

限必要な行動以外は消極的で，情報行動も消極的だった．

原子力発電所を含めたエネルギー利用には態度を明らか

にしていない．エネルギーや経済などへの関心が高いク

ラスター3 は，男性や，単身，技術系の会社員や経営

者・役員に多い．東海第二発電所の事故時の避難行動は

｢よく知っている｣とし，｢ベースロード電源｣の水力，地

熱，原子力の利用には賛成で，東海第二発電所の再稼働

に関わる利害関係者には信頼感を抱いている．安全や環

境，家族や地域への関心が高いクラスター4 は，女性，
30 代，専業主婦・主夫，パート・アルバイトが多く，家

事と会話・交際は活発で，エネルギー利用は再生可能エ

ネルギーを中心に賛成が多かった． 
原子力防災は，防災に対する備えに積極的なのはクラ

スター1とクラスター4で，知識があるのがクラスター3で，
知識や備えがないのがクラスター2，という傾向だった． 

 判別分析の結果も踏まえると，性別，家族構成，エネ

ルギーの利用の賛否，利害関係者への信頼度がクラスタ

ーを分ける可能性がある．また，災害や事故などで｢人ご

とではない｣と感じる範囲が，クラスター1は｢世界｣，ク
ラスター2は｢なし｣，クラスター3は｢日本｣，クラスター4
は｢地域｣とかなり異なり，関心や共感を抱く範囲の大き

さで各クラスターの特徴を大別できる可能性がある． 

 夛田は，2回のインターネットでのアンケート調査を実

施し，原子力発電所の再稼働に対する態度を確認し，中

間層を抽出して，社会課題に関する詳しさとエネルギー

利用での実践・行動の多寡でペルソナを分類し，約5割を
「無関心・おまかせ層」が占めるとした.これに対し，本

研究では，社会問題への関心が全般的に低く，原子力発

電所に限らず，あらゆるエネルギーへの政策態度を保留

するクラスターが全体の約4割を占めることがわかった． 
 また，量的調査と質的調査を実施しているにもかかわ

らず，ペルソナ作成の詳細な過程などが示されていない

古田らの手法に対し，本研究では，インターネットでの

アンケート調査をもとに，原子力発電所に対するリスク

認知と社会問題への関心で分類し，個人の属性や生活行

動，情報行動などから客観的かつ高い再現可能性でペル

ソナを設定する手法が可能なことが明らかになった． 
 
 
７．結論と今後の課題 
 
(1) 本研究での結論 

 本研究は，原子力防災の無関心層に焦点を当てたリス

クコミュニケーションへの参加を促すリスクメッセージ

の作成に向け，客観的かつ高い再現可能性でペルソナを

設定する手法を提案することを目的とした．ペルソナの

設定に向けて原子力発電所に対するリスク認知と社会問

題への関心を主成分分析によって集約し，それらをもと

に，クラスター分析で回答者を分類したうえで，クロス

分析により各クラスターの個人の属性や生活行動，情報

行動の特徴を抽出することができた．これらにより，イ

ンターネットでのアンケート調査で客観的で再現可能性

が高い手法でペルソナを設定できることがわかった． 
なお，東海第二発電所の事業主体である日本原子力発

電と安全協定を結ぶ東海地域の計15自治体に住む住民
1338人を対象としたインターネットでのアンケート調査

の回答を分析していく過程で次のような結果が得られた． 
・原子力発電所に対するリスク認知は主成分分析によっ

て｢影響拡大性｣｢制御不能性｣｢把握不能性｣に分類できた． 
・社会問題への関心は主成分分析によって｢安全・環境｣

｢家族・地域｣｢格差・差別｣｢エネルギー・経済｣に分類で

きた． 
・原子力発電所に対するリスク認知と社会問題への関心

をもとに，クラスター分析によってクラスターを4つに分
類できた． 
・クロス分析によって各クラスターは性別や年代，職業，

生活行動，情報行動，防災行動，エネルギー政策への態

度などでそれぞれ大きく異なる特徴がみられた． 
 
(2) 今後の課題 

本研究は，インターネット調査会社のモニターを対象

としたアンケート調査を実施し，今回，夛田や古田らの

先行研究を参考に，原子力発電所に対するリスク認知と

社会問題への関心をもとに住民を4つのクラスターに分類

している．今後は，本研究とは異なる住民の抽出方法や，

クラスターの分類方法を試行し，本研究の調査結果の妥

当性などを確認する必要がある． 
調査の実施直後にロシアによるウクライナ軍事侵攻が

本格化し，原子力発電所に対するリスク認知や，エネル

ギー安全保障などの観点から回答者のエネルギーの利用

の賛否などに対する態度が変化している可能性もある． 
政策的な課題としては，今回得られた知見をもとに今

後，ペルソナをさらに詳細に設定し，どのような場面で，

関数の検定 Wilks のラムダ カイ 2 乗 自由度 有意確率

1 から 3 まで 0.493 935.866 60 0.000

2 から 3 まで 0.689 494.390 38 0.000

3 0.876 174.939 18 0.000
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どのメディアを通じリスクメッセージを発信すればよい

かなど，実際のリスクコミュニケーションへの活用の可

能性を具体的に検討する必要がある． 
例えば，クラスター1は，社会問題への関心が全般的に

高く，原子力発電所に対するリスク認知も高い．情報収

集や学習・自己啓発などに積極的であることから，信頼

度が高くない行政や電力事業者とどうすれば信頼関係を

構築でき，よりよい解決法を探れるかという木下21）が提

唱する｢共考｣の姿勢が適用できる可能性がある． 
クラスター3は，エネルギー・経済への関心が高く，原

子力発電所の再稼働に賛成しているが，リスク認知は把

握できないとしている．原子力発電所の事故時の対応に

関する知識はあるが，防災に対する備えは十分ではない

ことから，信頼度が高いとした大学教授や研究者がリス

クに関する情報を提供することが考えられる． 
クラスター4は，安全や環境，家族や地域への問題に対

する関心が高く，防災の備えは実施している一方で，原

子力発電所の事故時の対応は十分には把握していない．

テレビやスマートフォンなどのメディアを通じて家族や

地域に関する問題を市民目線で語りかけるように説明し

たり，実際に対話をしたりすることなどが考えられる． 
 全体の約4割を占めるクラスター2は，社会問題への関

心が全般的に低く，生活行動や情報行動も積極的なもの

が少なく，アプローチは難しいが，自分自身に直接かか

わるような内容について，平易なコンテンツを使いなが

ら理解を求めていくことが可能性として考えられる． 
 また，災害や事故などで｢人ごとではない｣と感じる範

囲が，クラスター1は｢世界｣，クラスター2は｢なし｣，ク
ラスター3は｢日本｣，クラスター4は｢地域｣と大きく異な

ることに着目し，それぞれのクラスターの関心や共感を

抱く範囲を念頭に置いたリスクメッセージや，リスクコ

ミュニケーションを設計できる可能性もある．上記はい

ずれもアイデア段階にすぎないが，今後はそれぞれのペ

ルソナに応じたリスクコミュニケーションを考案すると

ともに，その効果の検証を進める必要がある． 
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    In order to evaluate residents’ risk perception of vacant houses in wooden house congested area, we conducted two 
kinds of survey, one is an interview with stakeholders of the vacant houses and the other is questionnaire of the citizens 
of three areas in Arakawa city. These data are used to investigate resident’s perceptions of risks caused by vacant 
houses. According to test of independence and analysis of variance, the difference in risk perception between the three 
areas and between the kinds of damage can be compared in this study. 
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１．はじめに 
 

 研究背景

東京都をはじめとする大都市圏が抱える災害リスクの

ひとつに｢木造密集市街地 木造住宅密集地域，木密地域

とも呼ばれる ｣が挙げられる．木造密集市街地とは，そ

の名の通り木造建築物が密集状態で建築されている市街

地のことであり，そうした建築物は築年数が古く，老朽

化が著しいものも多い．首都直下型地震等の発災時には，

そのような建物の倒壊による道路閉塞や，連担する木造

建築物の延焼による市街地大火が発生する可能性が存在

する一方で，狭小な道路ゆえに消防活動が困難であるた

め，大規模な被害が想定されている1)． 
一方，東京都に限らず日本全国で顕在化する都市課題

として｢空き家問題｣が挙げられる．国土交通省が全国市

町村に実施したアンケート調査2)では，空き家がもたら

す周辺への影響として｢風景・景観の悪化｣や｢防災や防犯

機能の低下｣のほか，騒音，悪臭，土壌汚染等が挙げられ

ている．また，公益財団法人日本住宅総合センター3)は，

空き家が地域にもたらす外部不経済事例の収集・整理を

行っており，｢空き家が火元となった類焼事例｣，｢暴風雨

による屋根の飛散・道路閉塞｣，｢屋根・外壁材の飛散落

下｣などを事例として挙げている．このように，空き家

特に戸建て空き家 は管理水準が低下することで，防

災・防犯・景観等に悪影響をもたらすため，都市におけ

る｢リスク｣として捉えることができる．

空き家は，主に地方都市で顕在化しているものの，大

都市においてもその存在は問題視すべきである．空き家

の数は大都市圏が圧倒的に多い．公益財団法人不動産流

通推進センター4)は，空き家の現状をまとめており，地

域別の空き家率は四国・中国地方など西日本が高く，大

都市圏や地方中核都市が含まれる地方では低くなる傾向

がある一方で，空き家の実数は東京都だけで80万戸，全

国の約1割に上り，首都圏1都3県だけで全国のおよそ四分

の一 23.8％ を占めることを示している．したがって，

空き家対策は地方都市のみならず，東京をはじめとする

大都市圏においても今後取り組むべき課題であるといえ

る． 

このような課題がある反面，木造密集市街地における

空き家は正のポテンシャルを備えた存在でもある．例え

ば，空地化によるオープンスペースの確保やリノベーシ

ョンによるコミュニティ創出などが考えられる．今年度，

東京都のエリアリノベーション推進支援事業に，｢木密地

域内の空き家活用｣が採択される5)など，密集市街地にお

ける活用可能性が期待されている． 

 本研究の位置づけ

空き家研究の全体像については，首都大学東京饗庭研
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究室が年代と研究テーマごとに分類を行い，既往研究の

マッピング6)を実施し，整理している．それによると空

き家研究は，2000年代以降に問題意識が確立され，内容

としては｢空き家率｣・｢空き家・空地の分布｣など，空き

家の全体像の把握が進んでいる一方で，空き家が引き金

となっておこる問題の定義と実態把握は進んでいないと

されている．

｢密集市街地における空き家｣に着目した既往研究は以

下の一連の研究が挙げられる．中井ら7)は密集市街地に

おける空き家の実態調査を行い，それらの防災活用によ

る効果に関して，複数の整備手法を用いることで地域の

防災性が高まることを明らかにした．加えて，三好ら8)

は密集市街地における防災性を高めるために整備される

｢防災空地｣の評価手法の検討を，関連主体へのヒアリン

グと現地調査により実施している．これにより，防災空

地が道路や公園などの都市施設の役割を補完できるほか，

｢防災｣のみならず地域の｢関わり｣，｢魅力｣などの住環境

の向上につながることを示した．これらの研究をふまえ，

活用段階における合意形成の困難性などの障壁が考慮さ

れる必要があるものの，空き家は密集市街地において防

災的な活用可能性 正のポテンシャル を秘めているとい

える．しかしながら，空き家が密集市街地においてもた

らす外部不経済性 負の影響・被害 については具体的な

定義がされていない． 

｢空き家の外部不経済性｣に関する既往研究においては，

粟津9)が管理不全空き家が周辺地価に及ぼす影響につい

て考察し，老朽空き家が100～300m以内に存在するとき，

地価がより低くなることを示した．加えて，馬場ら10)は

空き家の外部不経済性の特徴を管理不全状態と周辺環

境・所有者特性との関係により考察しており，狭い道路

がある密集市街地では外部不経済性を持ち出しやすく，

コミュニティが作用していると推察している．研究上の

課題としては，外部不経済性の観測における住民と第三

者の観測差が挙げられている．住民の通報による地域目

線によるものと，第三者目線によるものの差異を比較し，

地域住民の認知に基づく管理不全空き家の性質を解明す

る必要があるとしている．これらは，地価や景観的悪影

響などの，第三者が設定した平常時における悪影響のみ

を対象としており，災害時の影響については言及がない．

空き家の周辺住民に着目した研究として，千葉ら11)の

研究が挙げられる．周辺住民の空き家への意識とかかわ

り方を明らかにすることを目的に，空き家の周辺住民に

対するアンケート結果の単純集計及び自由回答の考察を

行っており，防犯や火災，倒壊に関する心配事は，空き

家の破損状態に比べて，周辺住民の自主的管理活動に左

右される傾向があることなどを明らかにした．また，清

水ら12)は空き家の生成要因の把握と地域の変化やコミュ

ニティに対する関心，居住意向の分析を行い，地域の空

き家分布と地域コミュニティの関連について考察した．

このように，空き家とその周辺住民に着目し分析を行っ

た研究は少ない． また，それらの既存研究では定量的評

価が用いられていないものや，空き家発生に着目したも

のに限られる．

このように，｢木造密集市街地における空き家｣につい

ての既存研究では，その利活用方法の効果についての議

論のみが行われており，また，｢空き家に関する影響・被

害｣についての研究は，地域における外部不経済として地

価などの第三者による指標に基づいた議論が多い．さら

に，空き家に対する住民意識についても日常時の被害に

限る場合が多く，木密地域を対象にしたものは見られな

い．以上より，空き家の防災的な活用可能性が期待され

る木密地域において，空き家がもたらすマイナスの影響

を住民レベルで把握することは，今後当該地域での空き

家活用をより推進していくために必要であると考える．

本研究は，地域住民の視点から，木造密集市街地にお

ける空き家がもたらす影響・被害の現状とリスク認知を

把握し，｢木密地域における被害の特性｣と｢空き家に対す

る住民の認識｣を明らかにすることにより，空き家がもた

らす影響・被害の改善策提案および，今後の空き家利活

用推進へ資することを目的とする． 
本稿の構成は以下の通りである．2 では木密地域にお

ける空き家のステークホルダーへのヒアリング調査の概

要と結果から，それぞれの空き家に対する問題意識や取

り組みの把握を試みる．3 で空き家の周辺住民に対しヒ

アリング・アンケート調査の内容を説明し，4 および5
において，空き家が及ぼしている影響・被害の実態把握

と住民レベルでのリスク認知についての分析及び結果の

考察を行う．6 で住民意見の整理を行い，最後に7 で結

論と提言を述べる．

２．行政の認識と取り組みの把握 
 
木密地域における住民の空き家への認識を探る為，｢空

き家の多寡｣・｢木密の度合い｣の2点を考慮し研究対象地

の選定を行い，行政の認識と取り組みの把握を目的にヒ

アリング調査を実施した． 
 

 対象地域の選定

空き家

図1は，東京23区の空き家率を区ごとに表したものであ

る．住宅土地統計調査13)のデータより空き家数を総住宅

数で除することで算出される｢空き家率｣上位 区を示し

た．荒川区は，豊島区や港区・中央区に次いで高く，東

京区部全体と比べても高い数値となっている．また，管

理不全等の問題が懸念される｢その他空き家率｣も中央区

に次いで比較的高いことが分かる．

木密地域

荒川区は木密地域としてのリスクが非常に高い地域で

ある．区内の約6割を木密地域が占め，人口密度は全国で

3番目に高いことが特徴である．東京都が調査する｢地震

に関する地域危険度｣14)での「総合危険度」が高い地域も

多く，都内5 177町丁目のうち最も危険度の高い町屋4丁
目地区を含むなど，災害時の脆弱性の高さが懸念される．

以上の観点に加え，市町村ごとに実施する空き家実態

調査15)において木密地域に関する言及があったことも踏

まえ，東京都荒川区でケーススタディを行う．
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に，空き家に対する住民意識についても日常時の被害に
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を住民レベルで把握することは，今後当該地域での空き

家活用をより推進していくために必要であると考える．
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らす影響・被害の改善策提案および，今後の空き家利活

用推進へ資することを目的とする． 
本稿の構成は以下の通りである．2 では木密地域にお

ける空き家のステークホルダーへのヒアリング調査の概
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た．荒川区は，豊島区や港区・中央区に次いで高く，東

京区部全体と比べても高い数値となっている．また，管

理不全等の問題が懸念される｢その他空き家率｣も中央区

に次いで比較的高いことが分かる．

木密地域

荒川区は木密地域としてのリスクが非常に高い地域で

ある．区内の約6割を木密地域が占め，人口密度は全国で

3番目に高いことが特徴である．東京都が調査する｢地震

に関する地域危険度｣14)での「総合危険度」が高い地域も

多く，都内5 177町丁目のうち最も危険度の高い町屋4丁
目地区を含むなど，災害時の脆弱性の高さが懸念される．

以上の観点に加え，市町村ごとに実施する空き家実態

調査15)において木密地域に関する言及があったことも踏

まえ，東京都荒川区でケーススタディを行う．
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 調査の概要

木造密集市街地における空き家に対する，各ステーク

ホルダーの認識と取り組みの実態把握を目的に，令和3年
6月11日及び9月21日～10月23日の期間に計6回のヒアリン

グ調査を行った．調査対象となった組織・団体と質問内

容を表1に示す．区役所のまちづくり・防災に関わる部署

の他，区内にある2つの消防署および自治会などから協力

を得た．

 結果・考察

空き家への取り組み

荒川区住まい街づくり課では，老朽化した空き家の除

却を進めるため，除却費用を助成する｢老朽空き家住宅除

却助成制度｣を用意している．本制度は木密地域における

建て替えのための｢不燃化特区制度｣に比べて，助成額は

低い．一方で『最近は利用者も増えており空き家数が増

えていることが考えられる』との担当者の証言があった．

また，空き家を除去するのみならず利活用するための｢木

造建物耐震化推進事業｣も実施している．これは，首都直

下地震に備え区内建物の耐震性を高めることを目的とし

ており，住民登録がある住宅や空き家活用に向けた耐震

補強も対象としている．

しかしながら，これらの制度を知っている住民はそう

多くはなく，より一層制度を推し進めていくには効果的

な制度周知が必要だという声も上がった．特に高齢の所

有者が増えてくる中で，情報発信の仕方に工夫が必要で

ある．このように，荒川区では様々な建物を対象に防災

力向上に向けた助成制度を用意していることが分かった．

また，空き家に関する苦情は年間100件程度寄せられて

いる．苦情内容としては，｢樹木の繁茂，害虫の発生，瓦

の落下｣等が挙げられる．しかしながら，それに対する行

政の対応は多くの場合，法令上直接手を加えることが難

しく，所有者への指導文の送付等にとどまり，解決に至

らない場合，所有者と被害者の訴訟に発展することがあ

ることも分かった．

消防では，過去に消防業務に専念できていた頃には，

年1・2回空き家調査を行い，災害時や放火の危険性の周

知に役立てていた．一方，現在は｢区の空き家対策会議に

出席はするものの，発言を求められることはほぼない｣

という回答もあり，空き家の外部不経済性への対応・対

策は区役所が主体となって実施していることが明らかと

なった．また，防災まちづくり協議会では｢空き家｣がト

ピックとなることはほとんどなく，空き家への取り組み

は行われてないようであった．

空き家の影響・リスクに対する認識

続いて，ヒアリングによって得られた空き家の影響・

リスクに対する認識についての知見を， 法を参考に

「ラベル化⇒グルーピング⇒関係の図式化」の手順で構

造化し考察を行った 図2 ．なお，事実に基づく知見を実

線，必ずしも事実ではないが回答者の考えや仮説から得

た知見は点線によりラベル化することで，事実関係の区

別を図った．全体的な回答の傾向としては，平常時・物

理的な影響は事実として認識している影響が多いものの，

災害時のリスクや心理的な影響については，回答者の憶

測と解釈できる回答が多く得られた．構造化からの考察

を以下①～④に示す． 各番号は図2中の①～④と対応し

ている．

①｢近隣づきあいによる所有者への連絡｣や｢近所のつなが

りによる空き家管理が被害軽減につながること｣，｢監

視性による犯罪リスクの低下｣など，木密地域において

コミュニティ・近所付き合いの存在が平常時・災害時

の空き家のリスクを低下させ，市街地の問題の解決に

つながる可能性がある．

②市街地が密集している密集地の被害が拡大する恐れが

ある一方，密集市街地でない広幅員道路での被害も存

在する．

③木密地域 荒川区内 と新興住宅地 葛飾区内 では，

危機意識に違いがあり，新興住宅地のほうが地域内の

空き家に対してリスクを大きくとらえる可能性がある．
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（所有者への連絡） 監視性による

犯罪リスク低下 実害がないと
認識しない

木密住民の周辺
への意識と理解
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初期消火の遅れ

コミュニティ減少の防災への波及

近隣づきあいが空き家リスク低減に寄与
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※図中の数字は本文3頁ｂ）①～④と対応している
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凡凡例例

①①①①

②②

③③

④④

④④

図２ 空き家がもたらす影響・リスクに関する知見の構造化

表１ ヒアリング調査実施概要
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３．アンケート調査の概要 
 

 配布対象の選定

木密地域の特性と空き家の多寡 空き家率・空き家密

度 を考慮し対象地区の選定を行った．

木密かつ空き家が多い町屋4丁目地区，木密かつ空き家

の少ない西尾久2丁目地区 ，木密でなく空き家の多い東

日暮里4丁目地区を配布対象地区とした． なお，ここで

の｢木密｣とは，老朽木造建築物棟数率，補正不燃領域率，

住宅戸数密度によって抽出され，地域危険度調査14)に示

されている｢木造住宅密集地域｣を指す．

また，一般的な空き家率には，空き家戸数を総住戸数

で除す｢戸数ベース｣の数値が用いられるが，今回は集合

住宅の一室などは影響・被害をもたらすことが考えにく

いため，空き家棟数を総建物棟数で除すことで算出され，

区の実態報告書15)に記載されている｢件数 棟数 ベース｣

による空き家率を指標とした．また，地域へ与える影響

ならば，行動範囲と空き家の関係も注目する必要がある

と考えられるため，坂本ら16)を参考に空き家棟数 地区面

積で算出される｢空き家密度｣も考慮の対象とした 表2 ．

 配布方法・回答数

上記の3地区にそれぞれ1 000票のアンケートを配布し

た．なお，ランダムにポスティングを行うことにより，

無作為抽出を図った．回収できた調査票のうち，空き家

に関する設問の回答が｢完全無回答｣のサンプルを除外し

た564票を有効回答とした 表3 ．それぞれの地区におい

て概ね2割弱の回答を得ており，地区による大きな偏りは

なかった．

 
 質問項目

アンケートにて尋ねた質問は表4の通りである．

空き家による｢被害｣と｢リスク認知｣，空き家そのもの

の｢認知数｣を目的変数とし分析を実施する．空き家をど

のくらい把握しているか，すなわち｢空き家認知｣につい

ては，目的変数とするほか，空き家認知はリスク認知そ

のものに影響を与えると考える為，説明変数としても用

いることを想定した．そして，説明変数としては｢地域特

性｣・｢個人属性｣・｢認知機会｣・｢近所づきあい｣に関する

項目を設定した．このうち，｢近所づきあい｣に関する項

目は7段階リッカート尺度による回答を求めた．また，地

域特性については，2 において示した空き家率及び木密

分類を根拠に設定した．

また，リッカート尺度によって回答を求めた｢リスク認

知｣および｢地域活動・近所づきあい｣に関する設問におい

て，無回答があったものについては，それぞれを変数と

して加える分析においてのみ除外することとした．更に，

｢1～3回｣のように波線を使用した回答については，その

両端の数字の平均値を回答とした．

回答者の性別についてはおおよそ同程度の回答が得ら

れた 図3 ．しかしながら，年代別の構成ではいずれの地

区においても，70代男性の割合が高くなっており，町会

や自治会に所属しまちづくりに関心の高い住民からの回

答が多くなったことが考えられる．また，今回はポステ

ィングによる配布及び郵送による回収を行ったため，比

較的時間に余裕のある高齢者からの回答が多くなった．

したがって，本分析を行うにあたりこれらの構成比の偏

りがあることを考慮した考察を行う必要がある．

 
 
４．木造密集市街地における空き家被害

 
ここでは，空き家によって実際にどのような被害が発

生しているのかを，住民レベルの視点から把握する．

 
設問内容

｢被害｣については，9つの被害項目 ｢樹木の繁茂｣・｢害

獣・害虫｣・｢建築設備の落下｣・｢放火｣・｢不審者｣・｢ゴ

ミ｣・｢地震時の倒壊｣・｢火災時の延焼｣・｢台風時の建材

飛散｣ について複数回答を求め，それぞれの項目につい

て｢0 1｣データに変換した．なお，9つの項目のうち｢樹

木｣～｢ゴミ｣までの6つを｢日常時における被害｣，残りの3
つを｢災害時における被害｣に分類した．

配布地区 配布日 有効回答数 率 配布数

Ａ地区 12 10 207票 20 7％ 1000票
Ｂ地区 12 10 177票 17 7％ 1000票

Ｃ地区 12 8 12 180票 18 0％ 1000票
全体 564票 18 8％ 3000票

地区名
空家数

棟

空家率

%
空家密度

棟 ha
A地区 55 4 14 3 23
B地区 11 1 29 0 84
C地区 26 3 31 2 00

大分類 小分類

目
的
変

数

空き家被害
平常時の影響・被害 6つ
災害時の影響・被害 3つ

リスク認知 上記被害への心配度

説
明
変

数

空き家認知
空き家の認知有無

空き家率の認知数

地域活動への参加
祭り行事
避難訓練・防災イベント

近所づきあいの

頻度

あいさつの頻度
立ち話の頻度

お手伝いの頻度
おすそ分けの頻度

認知機会
居住年数

散歩の頻度

個人属性

性別・年代

住居形態
同居人数

80歳以上（N=16,18）

70～79歳（N=68,49）

60～69歳（N=52,41）

50～59歳（N=39,63）

40～49歳（N=44,43）

30～39歳（N=25,35）

20～29歳（N=9,23）

～19歳（N=0,0）

男性 女性

図３ 回答者構成比

表３ 有効回答数

表２ 対象地区の空き家率

表４ 設問項目
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３．アンケート調査の概要 
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結果・考察

木密地域の方が密集状態という特性から被害が生じや

すいことが考えられるため，サンプル数の違いを補正し

た｢被害率｣の｢地区別｣比較を行った 図4 ．9つの項目の

うち地区間で明らかな差が見られたものとしては，｢草

木｣，｢建築｣，｢ゴミ｣，｢台風｣ 表5参照 があげられ，Ｃ

地区において少ない件数となっている．一方で，｢放

火｣・｢不審｣など犯罪的被害や｢地震｣などは地域に関わら

ず発生しており，地区間の差は見られなかった．このよ

うな被害は，ヒアリング結果でもある｢密集地の監視性，

木密地域住民の防災意識｣が働いていることが考えられる．

次に，地区間における差を統計的に明らかにするため，

被害率に差が見られた4つの項目について，｢地区｣×｢被

害有無｣のクロス集計及び，独立性の検定を行った．その

結果，4項目ともに有意差は見られず，2属性間の連関は

見られなかった．しかしながら，｢樹木｣・｢ゴミ｣被害率

については，木密地域であるA・B地区がC地区に比べ高

い傾向がみられた．したがって，これらは密集市街地に

おいて発生しやすい被害であり，市街地の密集性が要因

となっていることが考えられる．

５． 空き家リスクに対する住民の認識 
 

 設問内容

空き家に対する｢リスク認知｣については，空き家を認

知している回答者に対し，表5で示した9つの被害項目に

ついて，7段階リッカート尺度による心配度の評価を求め

た．尺度の両端には｢1．とても安心｣および｢7．とても心

配｣，中央に｢4．どちらともいえない｣の文言を用意した．

ここでは慣例に従い，設問における7段階のリッカート尺

度による回答を数値データとみなし，それぞれの分析を

実施した． 以下，7段階評価の数字を｢リスク評価得点｣

と呼ぶ．

 空き家の認知

まず，空き家が地域住民からどのように認知されてい

るのか，認知の特徴を考察するため，空き家の｢認知有

無｣と｢地区｣・｢散歩頻度｣・｢同居人数｣・｢年代｣をクロス

集計，独立性の検定を行った結果，｢年代｣を除く3項目で

有意差がみられた 図5・表6 ．

まず，空き家の数が多いA地区，次いでC地区，B地区

の順に空き家の認知が｢ない｣回答者の割合が少なくなっ

ており，空き家の多寡と認知率がおおむね一致している

ことがわかる．すなわち，住民によって地域の空き家は

認知されうるものであるといってよい．

また，同居人が多いほど，散歩の頻度が高いほど空き

家の認知数が多いことがわかる．よって同居人からの伝

聞や，散歩による発見なども考えられる．したがって，

コミュニティ等による空き家の把握が示唆された．

 
空き家リスクの認知

）地区・年代による比較

9つの被害項目を①日常時被害 草木，虫獣，建築，放

火，ゴミ，不審 ，②災害時被害 火災・地震・台風 に分

け，それぞれの平均値を算出し，比較を行った．｢地

区｣・｢年代｣をそれぞれ3グループに分け，それらを因子

とした一元配置分散分析を行ったところ，地区による有

意差はなく，年代においては高齢ほど得点が低くなる傾

向がみられた 表7 ．

このことから，木密地域の住民であることそのものは

空き家に対するリスクを低く見積もるとは限らず，すな

わちヒアリングで得られた｢空き家への理解・許容｣への 

項目名 内容

日

常

時

草木 樹木・雑草の繁茂

虫獣 害虫・害獣の発生

建築 建築設備の落下

放火 放火の発生

ゴミ ゴミ・郵便物の散乱

不審 不審者の侵入

災

害

時

火災 火災発生による延焼

地震 地震時の倒壊・道路閉塞

台風 台風等による建材の飛散

分
類

空き家の認知 度
数

Fisherの
正確確率検定ない ある

散
歩
頻

度

低頻度 59 107 

561 p=.011* 普通 49 162 
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居
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表５ 被害項目の詳細
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図５ 地区による空き家認知の差
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6 

要因とはならないといえる．一方で，高齢であるほどそ

の傾向が高いため，高齢率の高い木密地域は空き家への

理解があると感じることは否定できない．また，言い換

えると若年ほどリスクを高く見積もるとも解釈でき，自

由記述欄において子供の通学時におけるリスクを指摘す

る回答も複数みられたことを考慮すると，子育て世代に

とっては空き家は地域のリスクとして認知されているこ

とも考えられる．

）近所付き合いの差異による比較

ここでは，各群ごとのサンプル数を均等にするため，

近所づきあいの頻度について尋ねた7段階の尺度を中央を

4とし対称的に，｢1～3，4，5～7｣の3グループに分け，そ

れぞれ｢積極的 普通 消極的｣と命名した．それらグルー

プ間でリスク認知の平均値に違いがあるかを一元配置分

散分析により考察した．なお，多重比較にはBonferroniの
検定を用いた． 
近所づきあいの項目のうち，｢祭り｣と｢防災訓練｣にお

いて，複数の被害で有意差が見られた．前者の｢祭り｣の

項目においては，参加が積極的なグループのほうが｢ゴ

ミ｣・｢不審｣へのリスク認知が高く評価され，後者の｢防

災訓練｣の項目でも同様に積極的な参加をしているグルー

プのほうが，｢虫獣｣・｢放火｣・｢ゴミ｣・｢不審｣へのリス

ク認知が高くなる傾向があることが示された 表8 ．

ここから，これら有意差が見られた項目はいずれも日

常時の狭いコミュニティでの付き合いではなく，定期的

な地域のイベント・広域的なコミュニティ活動であり，

祭りや防災訓練のようなイベントに参加することで，地

域愛着や地域に対する関心が高まり，地域における空き

家に対するリスクを認識するようになっていることも可

能性として考えられる．このように，リスク認知が高ま

る傾向があることは，｢近隣づきあいが空き家のリスクを

低減させる｣というヒアリング調査からの仮説を裏付ける

分析結果ともいえる．

）実被害とリスク認知のギャップ

空き家による実際の影響・被害と地域住民が感じてい

る空き家のリスクはどの程度相違があるのかを明らかに

するため，被害経験の有無とリスク評価の大きさを比較

した． 
実際に経験した影響被害を尋ねた質問の回答としては，

｢樹木・雑草の繁茂｣が最も多く70件近くの回答が得られ

た．次いで｢害虫・害獣｣｢ゴミの放置｣等であり，日常時

の衛生的な被害を受けるケースが多いことが分かった．

また，災害時においては台風などの強風により，被害を

受けるケースも比較的多く確認された．さらに，被害項

目間において被害発生とリスク認知との差がみられたの

に加え，各被害の発生率は高いもので5～10数％であり，

多くは5％未満にとどまるのに対して，多くの項目でのリ

スク評価では最大得点の7を付ける割合が半分を占める．

すなわち，空き家を認識している人に対し，空き家はそ

こに存在するだけで心配や不安感を与えうる存在である

と考えられる．

想定される影響・被害に対するリスク認知は，おおむ

ね｢火災｣・｢地震｣・｢台風｣など災害時の影響の回答が高

く，一方，平時の影響については｢ゴミ｣・｢不審者｣など

は心配度6以上の回答が半分程度にとどまり，比較的心配

されていないことがわかる．心配度7以上の割合が最も少

ない｢ゴミ｣による被害は件数ベースでみると3番目に多く，

また平常時，災害時別に比較すると，災害時の方が件数

に比べて心配度が高い傾向があることがわかる． 
さらに，2項目間の関係をより明確に示すため被害件数

 
 
 

を横軸，リスク評価得点の平均値を縦軸にした散布図で

表した図6からもわかるように，2項目間には負の相関傾

向がみられた．よって，頻度が低い項目ほど高いリスク

を認知される傾向にあり，このことは，｢低頻度リスクを

過大視しやすい｣というリスク認知の理論17)から説明でき

る．したがって，空き家は潜在的なリスクをもつもので

あるといえる．

）被害経験による認識の把握

被害経験がその後のリスク認知に影響を与えるかを把

握するため，｢被害経験の有無｣による2グループ間の平均

の差の検定を行った 図7 ．

9つの項目のうち，｢草木｣・｢不審｣のリスク評価得点の

平均値に有意な差がみられ，それぞれの被害経験が｢あ

る｣グループの方が有意に評価得点が高くなる結果となっ

た．また，有意結果とはならなかったものの，グラフか

ら｢害虫｣・｢ゴミ｣被害についても同様の傾向がみられた．

すなわち，このような日常時における被害は発生して初

めて認識する問題であるといえる．

ヒアリング調査では，｢実害がないと認識しない＝被害

があって初めて認識する｣という回答が得られたが，その

結果に従う傾向が，本項目における分析結果からも示唆

された．

 

  
草木

N 419
虫獣

N 422
建築

N 416
放火

N 426
ゴミ

N 421
不審

N 425
挨拶 0.203 0.905 1.120 0.832 0.496 2.130 

立ち話 0.284 0.587 0.391 0.493 0.042 0.531 

祭り 1.333 2.853† 0.223 1.474 3.499* 3.779* 

おすそ分け 0.981 1.593 0.233 0.541 0.135 0.926 

お手伝い 0.429 1.007 0.640 0.935 2.703† 3.076* 

防災訓練 1.230 4.153** 1.507 5.429** 4.292* 6.264** 

地区 平均値
自由度 F値A地区 B地区 C地区

日常時平均 5.60 5.60 5.61 2,434 0.000 
災害時平均 6.17 5.97 6.01 2,439 1.01 

年代 平均値

自由度 F値49歳
以下

50～69
歳以下

70歳
以上

日常時平均 5.70 5.72 5.39 2,433 3.28* 
災害時平均 6.30 6.18 5.75 2,438 7.31∗∗ 

表８ 近所付き合いの差によるリスク評価の比較

草木虫獣

建築
放火

ゴミ不審

火災 地震
台風

リ
ス
ク
評

価
平
均

点

被害件数（件）

相関係数： 0 59，p . 096†

図６ 実被害頻度とリスク評価得点

表７ 地区・年代によるリスク認知の比較

表中の数値は分散分析における 値
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６．地域住民の空き家に対する意見

地域住民の空き家に対する意見を整理し考察するため，

計156名の自由記述を 法に基づきラベル化し，グルーピ

ングを行った．最も大きいラベルをそれぞれカテゴリと

し，各コメントがどのカテゴリに相当しているかを再集

計した．複数のカテゴリに該当するコメントはそれぞれ

カテゴリにおいてカウントした．

 空き家被害への対策方法

対策方法として最も多く挙げられたのは「空き地化・

更地化｣である 図8 ．総計57件の意見が寄せられ，「と

りあえず空地にしてほしい，なくしてからその先のこと

を考えてほしい｣との声があり，住民としては空き家がそ

こに存在するだけで不安感を覚えることが確認できた．

また，具体的な対策を講じる対象となる被害について

は，おおむねアンケート内で言及した被害が挙げられた．

その中でも「樹木・草木｣については，相隣関係のみなら

ず公共道路への被害・影響があることもわかった．また，

空き家被害への対策内容として「見回り・監視｣を挙げる

住民も多く 14件 ，空き家の犯罪的リスクを認識してい

る住民も多いことが考えられる．加えて，子供・通学路

への影響を懸念し対策求める意見も挙がった．これは，

先述した若年世代 ＝子育て世代 の回答者のリスク認知

が高い傾向にあったことと整合的な意見であるといえる．

これら具体的な被害対策への意見および被害経験は，先

述の更地化してほしいという意見や，相当数の数があっ

た｢早急な対処を望む 20件 ｣というような強い対策の要

請の要因となっていることが考えられる．

そして，｢法整備｣についても19件のコメントにおいて

言及がみられた．現状，空き家被害が発生した際に行政

が介入できない事例があるということは，文献や本研究

におけるヒアリングなどでも明らかになっていることで

あるが，そのような行政側の認識について理解のある住

民もいるということが示された．このように多くの対策

が望まれている一方，対策は不要・区の対策は十分であ

対策は不要

空き地・更地化

法整備・助成制度

行政介入・所有者連絡

見回り・監視

早急な対策の実施

具体的な被害対策

地区 地区 地区

図８ 「対策方法」に関する主な住民意見

活用は不可

公園にする

防災に活用

賃貸として活用

公共施設

商用施設

高齢者へ活用

若者へ活用

子供へ活用

地域交流へ活用

地区 地区 地区

図９ 「活用方法」に関する主な住民意見

件
件

経験なし

経験あり草
木

被
害

とても安心 どちらともいえない とても心配

経験なし

経験あり虫
獣

被
害

とても安心 どちらともいえない とても心配

経験なし

経験あり不
審

被
害

とても安心 どちらともいえない とても心配

経験なし

経験ありゴ
ミ

被
害

とても安心 どちらともいえない とても心配

図７ 被害経験有無によるリスク評価得点の比較

N 421 df 135.452 ,t . −5.306∗∗∗

N 424 df 422 ,t −1.759†

N 424 df 422 ,t −1.763†

N 426 df 9.471 ,t . −5.748∗∗∗

図 地区間における防災活用への意識の差

， の正確確率検定 p . 024∗

木密

非木密

防災活用に関する意見

あり なし
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ると評価する住民も存在した．これには空き家の判断が

難しい等の要因もあると考えられるが，区の空き家対策

は一定の地域住民には評価されていることも窺えた．

 空き家の活用方法

質問紙の最後で尋ねた｢空き家の活用方法｣に対しては，

138 386名の回答が得られ，非常に多くの意見を得た 図

9 ．その中でも多数を占めたのは，｢防災への活用｣であ

る．計35件にも上るコメントの中には，建物を壊してオ

ープンスペース，防災公園にすることに加え，道路の拡

幅に使用するなどかなり具体的な提案についての意見も

含まれていた．図10より木密地域 A・B地区 と非木密

C地区 で比較を行うと，木密地域の方が防災活用に言

及したコメントの割合が多いことが確認できた．よって，

防災活用は密集市街地における住民ならではの意見とい

ってよいだろう．空き家の防災活用は行政側が推し進め

ている一方で，地域住民にも｢空き家が密集市街地におい

て防災的な活用可能性を秘めている｣という認識があるこ

とが確認できた．

また，活用方法について，公園などにするという｢土地

を活かす｣意見がある一方で｢建物を活かす｣意見も見られ

た．具体的には図書館などの公共施設や商用施設，賃料

物件として低所得者層に安く貸すという意見が多く挙げ

られた．このような建物の活用可能性については空き家

の老朽度に依存することもあり，地区ごとによって認識

が異なると考えられる．また，今回のアンケートにおい

て尋ねた｢空き家による被害経験の有無｣も空き家そのも

ののマイナスイメージを植え付け，建物に対する活用可

能性の認識に影響を与えると考えられる．実際，空き家

の活用は不可能であると回答した住民も一定数存在して

いる．さらには，活用方法については自由記述であるた

め，そう考えている人は，実際にはもっと多いことも考

えられる．

７．おわりに

 結論

本研究では，｢木密地域｣というリスクが高いエリアに

存在する｢空き家｣がもたらす影響・被害の実態と住民の

リスク認知を主眼に，行政・住民の認識について調査を

行った．

まず，行政・自治会に対するヒアリング調査により，

空き家に対する取り組みと認識の把握を行った．区役所

では空き家への対する期待感が感じられた一方で，対策

を進めていくうえで所有者の高齢化や権利関係の障壁が

あることが分かった．また，消防では，空き家に対する

認識以前に空き家とのかかわりがなくなっており，より

住民に近い町会・自治会レベルでも空き家を問題視する

ようなことはほとんどないことが聞き取れた．また，各

ステークホルダー目線での｢住民の認識｣としては，地域

間や近所付き合いの有無によるリスク認知の差などが考

えられる等の回答があった．

そして，住民へのアンケート調査によって，空き家被

害とそのリスク認知について検討を行った．空き家被害

のうち｢草木｣・｢ゴミ｣被害項目は木密地域においてより

高い割合でもたらすことなどが示された．また，独立性

の検定を用いて回答者属性間の比較を行ったところ，同

居人数や散歩頻度によって，空き家への認知数が異なる

ことに加え，空き家が多い地域では空き家の認知数は多

くなることが示された．さらに，リスク認知に関して分

散分析を用いて考察を行ったところ，木密地域と他地域

に差は見られなかったものの年代別に差がみられた．全

体の傾向としては，実際の件数に比べ高いリスク評価点

を付けており，被害項目間で比較した場合は，実際の発

生頻度とリスク認知の間には差異がみられた．加えて，

地域のイベントへ参加しているほど空き家へのリスク認

知が高くなる傾向がみられた．したがって，ヒアリング

段階で考えられていた｢木密地域だから空き家への理解が

ある｣ことは棄却され，｢木密地域だから被害が増える｣こ

と，加えて｢地域の付き合いによって空き家へのリスク認

知は高くなる｣ことなどが示唆された．

以上の結果を踏まえ，本研究の結論を述べる．

木密地域の空き家がもたらす｢影響・被害｣ 
ヒアリングより，密集市街地の方がリスクが高いこと

や監視性による防犯リスクの低下の可能性が得られた．

また，アンケートによって｢草木｣・｢ゴミ｣被害は密集市

街地の方が被害率が高いものの｢防犯｣・｢防災｣の項目は

地区間に差はなく，密集の監視性や防災意識の影響が示

唆された．すなわち，密集性がもたらす被害は，日常時

のものにとどまり，犯罪・災害に関する被害は住民意識

が抑止力となっていることが考えられる．

そして，木密住民の古くからの近隣づきあいが空き家

の所有者不明問題への打開策となる可能性も示唆された．

住民同士のつながりや古くからの付き合いといった｢木密

の地域性の強み｣を生かした空き家対策の実施も有効であ

るといえる．

空き家の被害に対する地域住民の認識

ヒアリングで得られた木密住民の空き家への許容性は，

地区ではなく年齢が要因となっており，木密の高齢社会

がそれに該当すると考える．また，被害発生率はそれほ

ど高くはないものの，住民レベルでの認識としてはリス

ク認知が高く，空き家によって不安感，心配事が生まれ

ていると考えられる．また，そのリスク認知の大きさは

発生頻度と反比例の関係にあり，事後的に認識する傾向

がある．言い換えると，空き家のリスクにおいては，住

民はめったに起こらないリスクを強く認知し，比較的起

こりうるリスクは被害発生後に認知する傾向にあるとい

うことである．したがって，空き家は都市における｢潜在

的なリスク｣と定義できる．

加えて，空き家に対する高いリスク認知がある一方で，

木密住民には，空き家が市街地の密集解消への打開策と

なるという期待感があり，その認識には他地域と差異が

あるといえる．

 提言

本研究での成果を踏まえ，以下の方策を提言する．

）空き家認知の高い住民への聞き込み

本研究で明らかとなった｢空き家を認知している｣住民

の特徴から，空き家実態調査を行う際には，高齢者に加

え，家族世帯に対する聞き込みが有効であるといえる．

区へのヒアリング調査によって，空き家の判別が困難な

時には，実際に聞き込みを行うことがあることが分かっ

たが，具体的な属性を絞ることでより効率的な把握につ

ながる．

）潜在的リスクの注意喚起

発生率とリスク認知のギャップがある被害に関しての

注意喚起および対策の実施を行うべきである．本研究に

よって，｢樹木・雑草の繁茂｣や｢害虫・害獣の発生｣，｢ゴ

ミ・郵便物の散乱｣などの被害は被害経験によって認識さ
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ープンスペース，防災公園にすることに加え，道路の拡
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ている一方で，地域住民にも｢空き家が密集市街地におい

て防災的な活用可能性を秘めている｣という認識があるこ

とが確認できた．

また，活用方法について，公園などにするという｢土地

を活かす｣意見がある一方で｢建物を活かす｣意見も見られ

た．具体的には図書館などの公共施設や商用施設，賃料

物件として低所得者層に安く貸すという意見が多く挙げ

られた．このような建物の活用可能性については空き家

の老朽度に依存することもあり，地区ごとによって認識

が異なると考えられる．また，今回のアンケートにおい

て尋ねた｢空き家による被害経験の有無｣も空き家そのも

ののマイナスイメージを植え付け，建物に対する活用可

能性の認識に影響を与えると考えられる．実際，空き家

の活用は不可能であると回答した住民も一定数存在して
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リスク認知を主眼に，行政・住民の認識について調査を

行った．

まず，行政・自治会に対するヒアリング調査により，
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認識以前に空き家とのかかわりがなくなっており，より

住民に近い町会・自治会レベルでも空き家を問題視する
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地区ではなく年齢が要因となっており，木密の高齢社会
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ど高くはないものの，住民レベルでの認識としてはリス

ク認知が高く，空き家によって不安感，心配事が生まれ

ていると考えられる．また，そのリスク認知の大きさは

発生頻度と反比例の関係にあり，事後的に認識する傾向

がある．言い換えると，空き家のリスクにおいては，住

民はめったに起こらないリスクを強く認知し，比較的起

こりうるリスクは被害発生後に認知する傾向にあるとい

うことである．したがって，空き家は都市における｢潜在

的なリスク｣と定義できる．

加えて，空き家に対する高いリスク認知がある一方で，

木密住民には，空き家が市街地の密集解消への打開策と

なるという期待感があり，その認識には他地域と差異が

あるといえる．

 提言

本研究での成果を踏まえ，以下の方策を提言する．

）空き家認知の高い住民への聞き込み

本研究で明らかとなった｢空き家を認知している｣住民
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れることが示唆されており，これらに関して所有者・近

隣住民ともに，被害発生前に注意喚起を行うことが肝要

である．

）地域イベントの活用

防災訓練等の地域イベントへの参加率とのリスク認知

に正の相関があることから，そのようなイベントの実施

によって空き家被害の呼びかけを行うことも効果的であ

ると考える．

）行政介入のための法整備

いずれにしても被害改善のためには所有者のモラルが

不可欠である．ヒアリング調査からも明らかとなったよ

うに，現行の法制度では周辺住民がリスクを認知してい

てもその被害を未然に防ぐことができないケースは少な

くない．したがって，住民レベルでは地域における空き

家に対して認知があり，かつリスク認知があるという現

状も踏まえ，そのリスクをより簡易的に取り除ける法整

備が求められる．

 今後の課題

最後に本研究の課題を以下に挙げる．

）リスク評価の妥当性

本研究における｢影響・被害｣は住民アンケートによる

ものであり，被害やリスクそのものを正確に表したもの

ではないという点である．リスクとリスク認知の差異を

考察する際，リスクの評価として｢被害の大きさ｣×｢発生

頻度｣がしばしば用いられるが，このうち被害の大きさに

ついては，客観的な指標を考慮しておらず，リスク認知

とのずれに関する検討の妥当性には改善の余地があると

考える．

）アンケート対象範囲の拡大

本研究における木密地域の定義は指標によって都から

発表されている範囲を用いた．しかしながら，今回その

範囲からは除外されたため，非木密地域として設定した

C地区においては，同じ行政区内ということもあり，区

画整理によって密集状態が多少改善されていても木密地

域に近い風土を持っている可能性を否定できない．より

特性の異なる地域間へアンケート調査対象の拡大を行う

ことで，木密地域特有の被害や認知が明らかになると考

えられる． 
 
 
補 注 

(1)統計上13)の空き家には，別荘や賃貸・売却用の住宅も含まれ

る．本研究では，管理不全などが見込まれる｢その他の住宅｣

に分類される空き家を主な対象として扱う．

 
(2)消防へのヒアリング調査において，荒川区と葛飾区での経

験・事例をもとにした証言があり，荒川区内における木密地

域と新興住宅地の比較ではないことに注意されたい．

(3)西尾久2丁目地区への配布にあたっては，他2地区との配布住

戸数の均等性を保つため，当該地区と隣接し，同様の地域特

性 土地利用・人口比 である西尾久5丁目の一部地域にもアン

ケート配布を実施した．
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   This paper is a report of research on evacuation transport support for residents in need of assistance in evacuation 
on the current road in the city area, assuming evacuation to wide area evacuation sites with the assistance of manually 
propelled wheelchairs. The experiment was carried out by making four laps (total distance 2,184.4m) on a 546.1m 
course set on a road with ups and downs and a road longitudinal gradient of 0.25% to 8.41%. The purpose of this 
study is to contribute to the formulation of evacuation plans by clarifying the possibility of long-distance 
transportation and the transportation speed, the relationship between the road longitudinal gradient and the 
transportation speed, etc. regarding evacuation support by manually propelled wheelchairs. 
 
Keywords: long-distance evacuation, residents in need of assistance in evacuation, manually propelled wheelchairs, 

the transportation velocity at which evacuation supporters carried vulnerable people in wheelchairs 
 
 
１．はじめに 
 
 避難行動要支援者の避難行動支援に関する制度的な流

れと，制度改正に影響を及ぼした主な災害を，表1に示す． 
 
表 1 避難行動支援に関する制度的な流れと主な災害 

年月 内 容 
2004年 ・梅雨前線，台風で，一連の風水害が発生1) 

・平成16年7月新潟・福島豪雨では，死者の
85%以上が，65歳以上の高齢者2) 

2005年 ・災害時要援護者の避難支援ガイドラインを

作成3) 

・台風14号では，死者の70%以上が，60歳以
上の高齢者4) 

2011年 ・東日本大震災では，死者の66.1%が，60歳
以上の高齢者5) 

2013年 ・災害対策基本法改正（法第49条の10 避難
行動要支援者名簿規定を創設），災害時要

援護者を避難行動要支援者に変更6) 
2019年 ・令和元年台風第19号では，死者の65.5%

が，65歳以上の高齢者7) 
2020年 ・令和2年7月豪雨では，死者の78.8%が，65

歳以上の高齢者7) 
2021年 ・災害対策基本法改正（法第49条の14 個別

避難計画の作成を市町村の努力義務化8) ） 

 表1にも示したが，災害弱者（避難行動要支援者）と災
害に関する先行研究としては，田中 (2004) 2)，牛山他

(2006) 4)などが挙げられる．また，同避難行動に関する先

行研究としては，片田他(1999) 9)，片田他(2000) 10)，村上

(2008) 11)などが挙げられる．また，避難行動要支援者は，

表2に示すとおり，全人口の6%以上を占めている．この
ような問題状況の中で，国も避難行動要支援者の避難行

動支援についての取り組みを強めており，今後，急速に

進展すると予測されている少子・高齢化を踏まえると，

避難行動要支援者の避難行動支援に関する多方面にわた

る研究の進展が，喫緊の課題と言える． 

 

表 2 災害対策基本法第 49条の 11第 2項に基づき名簿

情報が提供されている避難行動要支援者の状況 12) 

項 目 平成 30年 令和元年 

避難行動要支援者数 7,803,702人 7,840,889人 
全人口に占める割合 6.1% 6.2% 

 
一方，災害からの避難方法については，「自動車で安

全かつ確実に避難できる方策13)」において，「徒歩避難

を原則としつつ，やむを得ず自動車により避難せざるを

得ない場合において，避難者が安全かつ確実に避難でき

る方策の検討」を課題として挙げているが，消防庁防災

マニュアル14) ，津波避難対策検討ワーキンググループ報
告15)などにもあるように，徒歩避難が原則とされている． 
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 消防庁は，その徒歩避難を原則とした避難計画を策定

する際に必要となる歩行速度の参考データとして，図116)

を示しているが，避難行動要支援者を介助者が車椅子で

支援する場合における搬送速度の参考値は示していない． 
なお，道路交通法第2条（定義）第3項第1号において，

「身体障害者用の車椅子を通行させている者」について

は，「歩行者とする」ものとされている． 
 

 

図 1 歩行速度の参考 
 
 車椅子での搬送に関連して，満田(2020) 17)は，傷病者

の搬送において，「屋外でストレッチャーを曳航する際

は，路面の傾斜や，小さな凹凸や段差でストレッチャー

のバランスが崩れる」「これらの問題は，搬送に車椅子

を使用することで改善される」と述べており，これは避

難行動要支援者を介助搬送するために，車椅子が有効で

あることを示唆している．しかし，同時に注意すべき点

についても言及し，傷病者を安全に搬送することを考え

た場合，「意識が保たれている」「自身で座位の状態が

維持できる」「座位の状態が症状を悪化させない」など

の条件を挙げており，これらの点は，避難行動要支援者

を介助搬送する場合も，同様の条件となる． 
車椅子の使用による避難行動要支援者の介助搬送速度

等に関する論文は限られているが，大津他(2016) 18)は，

自走用車椅子等を使用して，市街地津波避難を想定した

実験的研究を実施した．「津波に対する市街地避難に際

しては効率よく高度を上げることが肝要である」として，

急斜面コース（高低差12.88m，縦断勾配12.99%×距離
100m），緩斜面コース（高低差13.50m，縦断勾配 6.77%
×距離200m）等を設定した．乗車者としては，65歳以上
の男性（平均体重62.04kg）を想定し，介助者は18歳から
26歳の女性31名である．その結果，車椅子介助による平
均搬送速度として，0%で1.87m/s ，6.77%で1.28m/s ，
12.99%で0.92m/s の実験結果を得ている． 
 
 
２．研究の目的 
 
災害には，地震・津波のほか，市街地大火，洪水，土

砂災害，噴火，その他の人為災害など多くの種類がある

とともに，それぞれの災害時において必要とされる避難

行動も一様ではないことから，避難行動要支援者の命を

守る避難行動支援に関しては，今後とも研究の蓄積が必

要である． 
本研究では，避難行動要支援者のうち，自力歩行が困

難等の理由で，車椅子による介助搬送が必要な場合につ

いて，災害時の避難に参考になるデータを取得すること

を目的として，車椅子による介助避難搬送実験を行う． 
実験は，実際の避難時を想定し，①体重に加えて，着

衣や避難時携行品の重量も考慮し，②アップダウンのあ

る市街地内の現道上で，③一次避難場所や広域避難場所

までの長距離避難を想定した，手動車椅子（自走用及び

介助用）による介助避難搬送実験を行う． 
実験を行う周回コースは，一般市街地における道路構

造令第20条（縦断勾配）により定められた設計速度と道
路縦断勾配との標準的な関係（表3）に基づき，0~9%の

範囲の勾配を含むものとし，その範囲内における搬送速

度と道路縦断勾配との関係を示す近似曲線の設定を試み

る。なお，道路移動等円滑化基準19)による歩道等の縦断

勾配は，5%以下（やむを得ない場合，8%以下）となっ
ている（0~8%）． 
 
表3 道路構造令による設計速度と道路縦断勾配との関係 
設計速度 (km/h) 60 50 40 30 20 
縦断勾配 (%以下) 5 6 7 8 9 
 
本研究により，①手動車椅子による一次避難場所や広

域避難場所までの長距離介助搬送の可能性，②搬送速度

（平均速度・勾配による違い等），③避難場所までの搬

送に要する時間などの基礎的データを取得することによ

り，今後の避難計画の立案に寄与することを目的とする． 
 
 
３．研究の方法 
 
(1) 実験コースの設定 

実験コースとしては，市街地内における避難行動要支

援者の車椅子介助による避難行動支援を想定し，あわせ

て，勾配による速度変化のデータについても取得するこ

とを目的に，0%から 8%以上（絶対値）までの各勾配を
含む，アップダウンのある周回コースを選定した． 
周回距離は，一時避難地までの距離が 500m 以内 20)と

されていることから，安全側で，それ以上の距離となる

1周が約 500m以上となる周回コースを選定するとともに，
さらに広域避難地までの距離が 2,000m 以内 20)とされて

いることから，周回コースを 4周することとした． 
周回実験コースは，図 2 のとおり，市街地の現道上に

設定した．始終点を①地点とし，右回り，左回り両方向

の車椅子による搬送実験を実施した．右回りと左回りは，

標高差と一周距離は同一であるが，勾配の組み合わせが

異なるため，0~8%超の勾配の範囲内で，より多くの勾配
－搬送速度関係データを取得するために実施した． 
 

 

図 2 搬送実験のために設定した周回コース平面図 

（政府の「地図で見る統計GIS」を使用して作成。） 

T.P. + 38.23m 

T.P. + 31.79m 
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図中の地点番号を表す各○数字は，交差点（①・④・

⑩・⑬），勾配変化点（①・④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・

⑬・⑭・⑮・⑯），中間点（②・③・⑪・⑫）を示す． 
実測距離は，1周 546.1m（＞500m）であるため，これを
4周すると 2,184.4m（＞2,000m）になる． 
コースは安全面を考慮し，街区からのアプローチ道路

②・③・⑦を除く交差点を横断しないようにした．街区

からのアプローチ道路から出てくる車と遭遇したのは，

全試行のうち1回のみ（⑦地点）であった．また，⑨－⑪
間には建築工事のための工事用車両の出入口，⑫－⑬間

及び⑯地点には駐車場への出入口があるが，いずれも常

時ガードマンの誘導があり，安全が確保されていた． 
図3に断面展開図を，表4に実験コースの距離，標高，

勾配等の諸元を示す．標高はT.P.+31.79～38.23mで，高低
差は6.44mである．点間平均縦断勾配の絶対値（右回り
と左回りで符号が異なる．）は，0.25%～8.41%である． 

 
表 4 標高，標高差，距離，点間勾配一覧 

 
（注）始点及び終点標高は左回りでは逆（始点が終点，

終点が始点）になるとともに，標高差も左回りで

は符号が逆になる． 
 
(2) 実験機材 

 実験に使用する車椅子は，標準的な，図4に示すJIS T 
9201：2016による手動車椅子（自走用標準形及び介助用
標準形）とした．また，安全面に留意して，厚生労働省

の福祉用具臨床的評価事業に基づく認証品（QAP認証）
とするとともに，制動用ブレーキ付きのものとした．  
また，本研究では，車椅子単独の実験に加えて，災害

時における道路の波打ち・亀裂，路側の建築物や工作物

の倒壊等による瓦礫の堆積，噴砂，土砂の流れ込みなど

による路面の泥濘化などを考慮し，「芝生や土の路面，

砂利道や積雪時・砂浜など，今までは極めて困難だった

不整地での車椅子のスムーズな移動を可能にする車椅子

の補助装置」としている「簡易装着型けん引式車椅子補 

 
 

助装置（図5）」（以下「けん引式補助装置」という。）
を車椅子に装着しての実験も実施した． 
 

  
自走用車椅子（以下「自

走用」という。） 
介助用車椅子（以下「介

助用」という。） 

図 4 実験機材（車椅子） 
 
自走用＋けん引式補

助装置 

 
介助用＋けん引式補

助装置 

 

図 5 実験機材（簡易装着型けん引式車椅子補助装置） 

 

(3) 避難行動要支援者の想定及び総重量の設定 

避難行動要支援者には，障害者，高齢者等が含まれる

が，障害者のうち，視覚障害者についても，災害避難時

においては，車椅子による避難行動支援が必要になる

（より有効な）場合も想定される． 
車椅子による介助に関する既往研究では，特に乗車者

の体重を統一していないものも多いが，乗車者の体重を

一定に調整しているもの（大津他(2016) 18)：62.04kg），
車椅子を含めた総重量を一定にしているもの（吉原

(1997)21)：76.6kg）がある． 
本研究では，避難行動要支援者と着衣及び避難時携行

品の合計を70kgと想定し，乗車者＋重りで70kgになるよ
うに調整した．これに車椅子重量を加えると，自走用の

場合の総重量82.7kg，介助用の場合の総重量81.9kgとなる．
なお，けん引式補助装置の重量は，2.7kgである． 
 

(4) 被験者（介助者） 

被験者（介助者）は，20歳代14名を中心とし，30歳代2
名，40歳代1名，60歳代3名，合計20名の健常男女により

(m) 

図 3 周回コース断面（展開）図 
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実施した．  
 

(5) 介助搬送実験の種類 

実験の種類は，自走用による介助搬送実験（右回り，

左回り）のほか，介助用（右回り，左回り），自走用＋

けん引式補助装置（右回り），介助用＋けん引式補助装

置（右回り）による介助搬送実験をそれぞれ実施（計6種
類）した． 
 
(6) 介助搬送速度の計測 

 図2に示す16地点を通過するたびに，ストップウォッチ
で，スタート時からの累積経過時間を計測した．車椅子

の一時停止（車両の出入り待ち，段差乗り越えに時間を

要した場合等）が発生した際には，当該時間を記録し，

停止が発生した区間の通過時間から差し引いた． 
 
 
４．実験実施結果の概要 
 
(1) 被験者（介助者）ごとの介助搬送実験の実施結果 

 

表 5 介助搬送実験実施結果一覧 

 
（注）自右：自走用右回り，自左：同左回り，介右：介

助用右回り，介左：同左回り，自補右：自走用

（けん引式補助装置装着）右回り，介補右：介助

用（けん引式補助装置装着）右回り 

前章で示した研究の方法により実施した，被験者ごと

の介助搬送実験実施結果の概要を，表5に示す。 
すべての実験種別において，各年代の被験者が4周回を

完走し，搬送途中での実験中断は一度も発生しなかった． 
20歳代における実験種別ごとの平均速度については，

それぞれ，自走用：1.49m/s（右回り）及び1.54m/s（左回
り），介助用：1.42m/s（右回り）及び1.41m/s（左回り）
等という結果であった．これは，能登他(2009) 22)が，

「速度が1.7m/s を超えると大きく乗り心地が低下した」
と述べている速度を，いずれも下回るものであった． 
 
(2) 段差における停止 

⑪地点には，図 6 に示すＬ型側溝（5cm 切下げタイプ）
が存在し，その背面側も一部 2.5cm 程度の歩道舗装の沈
下による段差が生じている箇所が存在した．この段差に

おいて，表 6に示す停止が見られた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 ⑪地点の段差 

 

1試行（4周回）当たりの停止回数は，自走用と介助用
とでは，ほぼ同じ回数（右 1.23:1.40，左 0.29:0.30）とな
っている．しかし，満田(2020) 17)が，「傾斜や段差，未

舗装の路面では，前輪のキャスタを浮かせることで，安

定した走行が可能である」と述べているとともに，本来

は，段差の手前で，図 7 に示すティッピングレバーを適
切に操作していれば，この程度の段差は難なく乗り越え

られるものであると考えられる．今回の実験では，被験

者に対して事前介助搬送訓練を実施していないため，こ

のような段差における停止が生じた可能性が高い．本事

例研究の結果は，避難時を想定した事前搬送訓練の重要

性の証左ともなっている． 
 

表 6 ⑪地点段差停止回数一覧 

 
 

5cm切下げタイプＬ型側溝 

前面側段差＝5cm 

背面側段差：最大 2.5cm 
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図 7 ティッピングレバー 

 

図 7 左上の小図のようにキャスタが，段差に横向きに
引っ掛かってしまうと，一度後退しない限り段差を乗り

越えられなかった． 

けん引式補助装置を装着した場合には，前輪（キャス

タ）を浮かしてけん引するため，一度も停止がなかった．

これは，キャスタを接地させないけん引式の利点である

と考えられ，災害時に道路面に障害が発生し，自走式や

介助式では介助搬送が難しい場合においても，けん引式

なら介助搬送可能な場合があり得ることを示唆している．  
ただし，けん引式補助装置を装着した場合には，介助

者は，車椅子を曳く力のほかに，けん引式補助装置先端

部を常時持ち上げる力が必要になる．本研究で使用した

車椅子の場合，けん引式補助装置を先端で上方に持ち上

げる力（下方に作用する力）を測定したところ，自走用

で 6.5kg，介助用で 5.1kgであった（乗車重量 70kg，乗車
者姿勢：標準）．そのため，搬送が長距離に及ぶときに

は，複数の介助者で協力して，あるいは交代しながら搬

送することが必要になる場合があることに留意する． 
 
 
５．実験結果の分析 
 
(1) 搬送速度に関する実験種別ごとの分析 

a) 実験種別ごとの搬送速度に係る各種統計量と検定 

本研究で得られた介助搬送実験種別ごとの 20歳代男性

のデータに基づく各種統計量の一覧を表 7 に，それを図

化したものを図 8に示す． 

 

 
図 8 介助搬送実験種別ごとの基本統計量 

表 7 介助搬送実験種別ごとの各種統計量一覧 

 
 
実験種別群間に有意な差があるかどうか，群間の標本

サイズが異なる場合にも使用できるTukey-Kramerの手法
により多重比較検定を行った．その結果， 最少の p 値が，
「自左」－「介左」のデータ群間における0.137であった
ため，どの群間にも5%有意水準で有意な差があるとは判
定されなかった． 
b) 自走用及び介助用の搬送速度 

３．(1)で述べたとおり，右回りと左回りは，標高差と

一周距離は同一であるが，勾配の組み合わせが異なるた

め，より多くの勾配－搬送速度関係データを取得するた

めに実施した．また，a)で述べた通り，多重比較検定の

結果，どの群間においても，5%有意水準で有意な差があ
るとは判定されなかった． 
この結果を受けて，本研究の20歳代男性のデータに基

づき，自走用（自右＋自左），介助用（介右＋介左），

自走用＋介助用（自右＋自左＋介右＋介左）の介助搬送

速度の平均値及び95%信頼区間などの各種統計量を表8に
示すとおり分析し，自走用で ，平均搬送速度

1.52m/s(1.47~1.56m/s) ， 介 助 用 で ， 同

1.42m/s(1.33~1.50m/s)，自走用＋介助用で，同 1.49m/s 
(1.45~1.53m/s)という結果を得た（その結果を，図9に図
示する．）．なお，当該分析で使用した介助搬送平均速

度の個別データについては，表7に示すものと同じである
ため，本表中では省略している． 
 
(2) 搬送速度－歩行速度関係 

a) 既往研究の歩行速度と本研究による搬送速度との比較 

本項と次項で，既往研究及び本研究による歩行速度と

本研究による搬送速度との関係を調べ，歩行速度の測定

により搬送速度を推定できる可能性があるかどうかにつ

ティッピングレバー 
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いて検討する．もし可能であれば，阿久津(1975) 23)が提

示した年齢と歩行速度等との関係（表9）などにより，年
齢と搬送速度の関係を推定できる可能性がある． 
 

表 8 「自走用」及び「介助用」の各種統計量 

 
 

 

 

 

表 9 年齢と歩行速度等の関係（20-69歳）23) 

 
 

表9によれば，20-24歳男性の歩行速度は，1.46m/s とな
っている．それに対して，表8に示したように，本研究に
おける20歳代（20-21歳）男性の搬送速度の下限値～上限
値は，自走用：1.31~1.68m/s ，介助用：1.26~1.56m/s であ
り，上記1.46m/s は，この範囲内の値となっている．また，
t 分布を使って推定した，本研究における20歳代男性の

搬送速度の95%信頼区間は，自走用：1.47~1.56m/s ，介
助用：1.33~1.50m/s ，自走用＋介助用：1.45~1.53m/s とな
っており，上記1.46m/s は，自走用でのみ，下側の信頼限
界（1.47m/s）をわずかに下回っている．しかし，介助避
難搬送速度の推定という面からは，上記1.46m/s は，安全
側の数値と見ることができる． 
なお，表9のデータは，1975年と古いため，現代におけ

る年齢と歩行速度の関係に係る研究が期待される． 
 

b) 被験者（介助者）の通常歩行速度と搬送速度の関係 

被験者の通常歩行速度（搬送実験と同じコースを使用）

と搬送速度（生データ＋移動平均）の関係を図10に示す． 
 

 

図 10 被験者の歩行速度と搬送速度（歩行速度昇順） 
 
これによれば，歩行速度1.6m/s 以下のデータ群では，

歩行速度と搬送速度（移動平均）が，被験者（介助者）

により上下しているものの，平均するとほぼ同程度の速

度となっている．これに対して，歩行速度1.6m/s 以上の
データ群では搬送速度が歩行速度をすべて下回っている． 
なお，被験者に対して，事前に，搬送速度1.6m/s を超

えると危険なので，速度を落とすように伝えるなど，一

切の指示をしているわけではないことを申し添える． 
この結果は，被験者が，搬送速度が1.6m/s 以上になる

と，自ら介助搬送の安全性が損なわれると判断したため

と考えられる．このことは，能登他(2009) 22)が，「速度

が1.7m/s を超えると大きく乗り心地が低下した」と述べ
ていることと符合している． 
 

(3) 搬送速度に対する道路縦断勾配による影響の分析 

上記，本章(1)～(2)節の実験結果に係る分析は，4 周回
2,184.4m の平均搬送速度で議論したが，本節では，介助
搬送速度に対する道路縦断勾配の影響を分析する． 

道路縦断勾配の影響は，プラスの勾配とマイナスの勾

配とがある．マイナスの勾配による影響は，主として制

動用ブレーキの使用などによる走行安全性を確保するた

めの速度制御の問題になる． 
本研究の実験でも，下りの道路縦断勾配が-3%よりも

急な場合においては，制動用ブレーキを適切に使用しな
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表 10 自走用に係る縦断勾配と搬送速度との関係 

 
 
 

 

図 11 「自走用」測定値と予測値 
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表 11 両関数モデルの近似精度 
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とおり，縦断勾配 1.24%のデータ（表 10の網掛け部）の
み，外れ値として棄却（除外）された（検定 p 値：
0.0011）． 

③ 外れ値（異常値）を除いた近似曲線の精度  
両関数について，外れ値（異常値）を除いたデータに

基づき，最小二乗法を利用して近似曲線のあてはめを行

ったものを，図12に示す． 
図12に示すように，外れ値を除外する前と同様，直線

と指数関数とは，ほぼ同じ線形を示し，直線が指数関数

の後ろに重なっているため，直線がほとんど見えない状

況である． 
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修正済決定係数は，表13に示すとおり0.75を上回り，精
度がかなり向上しているとともに，両関数とも，分散分

析における p 値が0.01を大きく下回っている．係数は，
「指数」「直線」の順であるが，同程度の精度であるこ

と，また，図12に示すように，線形がほぼ同じであるこ
とから，使いやすさを考慮し，本研究では，近似曲線と

して「直線」を採用する． 
 

表 12  Smirnov-Grubbs検定による外れ値 

 
 

 

図 12 外れ値を除外した「自走用」測定値と予測値 

 

表 13 外れ値を除外した両関数モデルの近似精度 

 
 

 
図 13 「自走用」に係るデータと直線による近似曲線 

(m/s) 

(m/s) 

外れ値候補 

183



 

 8 
 

近似曲線として「直線」を採用し，外れ値を除いた平

均搬送速度のデータを用いた，「自走用」に係る道路縦

断勾配と搬送速度との関係を，図13に示した． 
④ 外れ値（異常値）が発生した要因 
外れ値が発生した箇所は，図2に示す「⑨－⑩地点間」

であり，当該箇所は，図14（写真）に示すように，交差
点で2方向からの横断歩道があること，建築工事が行われ
ていること，路面が仮復旧状態で凹凸があることなどか

ら，当該地点では，被験者は走行安全性を確保するため

に「徐行」せざるを得なかったことが，その要因である． 
 

 
図 14（写真） ⑨－⑩地点間における実験時の状況 

 

b) 介助用の搬送速度に対する道路縦断勾配の影響 

本研究で得られた20歳代男性のデータについて，自走
用と同様の検討結果に基づき，外れ値を含むデータを表

14に，外れ値を除いたデータと直線による近似曲線（直
線）を図15に示す． 
c) 「自走用＋介助用」搬送速度への道路縦断勾配の影響 

本研究で得られた20歳代男性のデータについて，自走
用と同様の検討結果に基づき，外れ値を含むデータを表

15に（マイナス勾配に係るデータを含む．），外れ値を
除いたデータと直線による近似曲線を図16に（プラス勾
配のデータのみ）示す．  
表15のマイナス勾配において，制動用ブレーキを使用

する必要があった-3.64~-8.41%の道路縦断勾配における
平均搬送速度は1.48~1.66m/s の間に分布しているが，こ
の速度は，特に制動用ブレーキを使用する必要がなかっ

た-0.25~-2.12%の勾配における平均搬送速度（外れ値を
除く）の分布，1.48~1.60m/s と同程度の値となっている． 
 

 
図 15 「介助用」に係るデータと直線による近似曲線 

表 14 介助用に係る縦断勾配と搬送速度 

 
 
表 15 「自走用＋介助用」に係る縦断勾配と搬送速度 

 
 

 
図 16 「自走用」＋「介助用」に係るデータと 

直線による近似曲線 

 
これは，被験者（介助者）が，搬送速度 1.60m/s を超

える前後から，乗車者の乗り心地に与える影響や，車椅

子が制御不能になることにより，乗車者や同じ歩道等を

通行する他の歩行者等の事故につながる危険を感じて制
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動用ブレーキを操作していることを意味している． 
本研究は，東京都特別区内の現道上で実施したもので

あり，５．(2) b) で示した，歩行速度が 1.60m/s を超える
被験者（介助者）であっても，搬送速度は 1.60m/s で頭
打ちになっていることと符合している． 
他の歩行者等の混在する市街地の現道上においては，

この平均搬送速度 1.60m/s を，実用上の限界平均搬送速
度としてもいいのではないかと考える． 
 

 

６．まとめ並びに考察及び課題 
 

本研究では，アップダウンのある一般市街地内におい

て，避難行動要支援者を，介助者が手動車椅子の長距離

介助搬送によって避難支援する可能性及び道路縦断勾配

と搬送速度の関係等について検討した．  
この結果，以下のことが明らかになった． 

 

(1) 手動車椅子による長距離介助搬送の可能性及び課題 

本研究では，JIS T 9201：2016手動車椅子（自走用標準
形及び介助用標準形）を使用した実験を行ったが，20歳
から68歳までの被験者の全員が，広域避難場所までの距
離（歩行距離2km以内20)）を超える2,184.4m のコースを
完走した（東京都は避難距離3km未満としている．）．  
この結果から，手動車椅子の長距離介助搬送により，

介助者が避難行動要支援者を避難支援できる可能性を示

すことができたが，災害により被災した路面状況によっ

ては，避難支援が困難な状況になることも考慮に入れて

おく必要がある．路面状況によっては，けん引式車椅子

補助装置が効果を発揮する可能性もあるが，その場合に

おいては，複数の介助者が必要であることに留意する． 
 

(2) 手動車椅子を使用した介助搬送速度 

a) 手動車椅子による介助搬送速度の平均値及び課題 

本研究における実験では，20歳代男性のデータに基づ
き，東京都特別区内の一般公道（道路縦断勾配の絶対

値：0.25~8.41%，搬送距離：2,184.4m）において，手動
車椅子（自走用標準形）で平均搬送速度1.52m/s （95%信
頼区間：1.47~1.56m/s），手動車椅子（介助用標準形）で
同1.42m/s（95%信頼区間：1.33~1.50m/s），両者を合わ
せたデータ（「自走用」＋「介助用」）で，同1.49m/s 
（95%信頼区間：1.45~1.53m/s）という結果を得た． 
上記の速度で，車椅子による介助搬送を行った場合，

一次避難場所（歩行距離500m以内20)）及び広域避難場所

（歩行距離2km以内20)）までの避難所要時間を，「両者

を合わせたデータ」を使用して計算すると，それぞれ，

約6分（5.4~5.7分）及び約23分（21.8~23.0分）となる． 
ただし，群衆避難の状況が発生した場合における避難

に係る所要時間については，別途の検討が必要である． 
b) 介助者の通常歩行速度と搬送速度の関係 

介助者の通常歩行速度と搬送速度の関係を調べるため

に，図2に示した実験コースを使用して介助者の通常歩行
速度を測定し，搬送速度と比較したところ，通常歩行速

度1.6m/s 以下のデータ群では，通常歩行速度と搬送速度
とが，ほぼ同程度の速度となった．これに対して，通常

歩行速度1.6m/s 以上のデータ群では，搬送速度が通常歩
行速度をすべて下回る結果となったが，この群の最大搬

送速度を1.5m/s 程度として予測できる可能性もある． 
このことは，通常歩行速度を測定することにより，手

動車椅子による介助避難搬送速度を，ある程度予測でき

る可能性を示唆しているとも言えるが，本研究だけでは

未だデータや知見が不足しており，継続した研究が必要

である． 
c) 介助搬送速度に対する道路縦断勾配の影響 

本実験結果に基づき，手動車椅子による介助搬送速度

に対する道路縦断勾配の影響について分析したところ，

自走用標準形及び介助用標準形のいずれにも，道路縦断

勾配と搬送速度の間に線形関係を見出すことができ，両

者を合わせたデータも含め，道路縦断勾配－搬送速度間

の関係を示す近似曲線（直線）を設定することができた． 
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１．はじめに 
 
(1) 研究の背景と目的 

 東北地方沿岸部に甚大な被害をもたらした東日本大震

災の発災から11年が経過した．我が国では2008年をピー

クに総人口が減少し始め1)，その直後に生じた東日本大

震災は沿岸の市街地に深刻な影響を与え，被災地の人口

減少と少子高齢化をより加速させた2)．震災後，再建す

る街の面積や計画人口の規模が自治体ごとに計画され，

土地区画整理事業などの復興事業により新たな市街地が

整備された．しかし，広域にわたる浸水被害と家屋の破

壊を引き起こした災害特性から，東日本大震災被災市街

地の再建には多大な時間を要した3) ．結果として，再建

市街地における計画人口の決定時期と被災者の居住開始

時期には大きなずれが生じた4) ． 

 2022年現在，岩手県，宮城県，福島県の被災3県では復

興計画期間が終了し，新たに宅地や住宅の供給が行われ

た．人口減少下にある被災地では，当初計画時と実際の

居住人口の間にどの程度のずれが生じているのだろうか．

また，復興に多大な時間を要する災害が今後発生した場

合，再建する街の計画時と計画後の居住人口の乖離を最

小限に抑えるためには，どのようなことに留意する必要

があるのだろうか．被災地の居住開始から一定の期間が

経過した今，明らかにする必要がある． 

そこで本研究では，市街地復興が行われた被災3県の被

災地で，①土地区画整理事業の実施地区では，当初の計

画人口に対し居住人口はどの程度回復しているのか，②

自治体は人口の回復状況をどう認識しているのか，③人

口の回復状況に地区ごとの特徴があるか，あるならばそ

れは何故か，を明らかにすることを目的とする． 

 

(2) 既往研究と本研究の位置づけ 

 災害大国である日本では，過去に発生した様々な災害

復興の事例から教訓を見出し，将来の発災に備える必要

がある．関東大震災後の戦災復興から阪神淡路大震災，

新潟県中越地震，東日本大震災の震災復興に至るまで，

復興の取り組みは時代ごとに変化してきた．牧 5) は過去

の災害と比較した東日本大震災の位置づけを行い，今後

の災害を見据えた復興のあり方について言及している． 

 災害復興に関する研究は過去から現在に至るまで数多

く存在するが，ここでは本研究と関連するものについて

述べた後，本研究の位置づけを行う． 

a) 災害と人口変動に関する研究 

 水谷 6) は，長時間にわたる人口流出をもたらす災害と

して関東大震災や戦災を取り上げ，被災都市の人口減少

と被災人口の回復過程を明らかにしている．東日本大震

災に関するものとして，小池 7) は被災 3 県を対象に，震

災前後における市区町村別の移動傾向の変化について男

女年齢別に把握を行っている．山田 8) は被災 3 県と青森

県を対象に，被災地で生じた居住地移動の類型化を行い，

震災後の居住地移動と市街地再編との関係を明らかにし

ている．また，前述した東日本大震災被災地の実態把握
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に関する研究のほか，今後の巨大災害に向けた人口変動

の評価や予測に関する研究がある．曽我部・牧 9) は，発

災後の被害や復興事業などの要因が地域人口へ与える影

響評価を行うために，地域特性と圏域規模の 2 軸に基づ

き日本国内の地域の位置づけを行い，国勢調査のデータ

を用いて平時の人口トレンドを分析している．小関・羽

藤 10) は東日本大震災被災地の非可逆的な人口流出をふま

え，独自の Web 調査から得られたデータに基づく被災者

の動的居住地選択モデルの提案と，その実証分析を行っ

ている． 

b) 東日本大震災後の復興事業に関する研究 

 被災者の住まいの再建は，人口変動に関わる重要な要

素として位置づけられる．近藤 11) は東日本大震災被災地

における住宅再建支援に焦点をあて，岩手県と宮城県の

被災市町村を対象に，独自の住宅再建支援補助金が創設

された背景とその特徴を明らかにしている．谷下ら 12) は

岩手県の宮古市以南から宮城県東松島市までの沿岸 9 市

町を対象に，災害公営住宅整備事業，防災集団移転促進

事業，土地区画整理事業の事後評価と行政区別の人口変

化について，事業費の観点から分析を行っている． 

 被災地の土地区画整理事業について，水上・鍬田 13) は

津波被害が事業実施に与える影響要因を分析し，全半壊

数が3,000棟以上の市町村で土地区画整理事業が実施され

る傾向にあること，また地形が復興形態に大きな影響を

与えていることを明らかにしている．また，泉・川﨑 14)

は土地利用と住宅再建の観点から，土地区画整理事業の

実施地区ごとに土地利用状況の分析を行っている． 

国土交通省は，東日本大震災からの市街地復興事業の

検証を行うことを目的とした市街地復興事業検証委員会

を立ち上げ，空き区画の発生状況など土地区画整理事業

に関する分析を行っている 15)．そして結論として，事業

の規模や難易度からみれば非常に短期間で実施されたこ

と，事業期間と土地活用率の間に顕著な相関は見られな

いことなどを挙げている．以上のように，報告の中では

震災後の土地・建物などの「モノ」の利活用状況につい

ては検証が行われている．しかし，被災後の人口の回復

状況を知る上で重要な手がかりとなる，復興事業区域内

の「ヒト」の居住状況については言及されていない． 

c) 本研究の独自性 

 上述したように，災害発生後の広域人口移動について

は公的統計データを用いたマクロな集計的分析による研

究の蓄積があるが，詳細な数値の取得が困難なこともあ

り，最終的な定住地を対象としたミクロな分析を行って

いる研究は少ない．また，東日本大震災後の土地区画整

理事業地区については複数の研究があり，計画区画に対

する実際の利用率と利用状況など詳細な分析が行われて

きたものの，多くの再建意向未確定者の意向を類推・按

分して各種事業計画の計画人口を設定せざるを得なかっ

た自治体が多く存在している 4)にもかかわらず，計画人

口と実際の居住状況を比較している研究は散見されない． 

 本研究は東日本大震災後，最終的な定住地として土地

区画整理事業により整備された全地区を対象とし，計画

人口に対する実際の居住人口データを入手し，比較を行

うものである． 

 
 
２．研究の方法 
 
 本研究は，以下に示す手順によって行う． 
 

(1) 東日本大震災による被災地の人口増減の実態把握 

 ここでは，東日本大震災復興による被災3県37市町村の

震災前後における人口増減の状況を知るため，政府統計

の総合窓口（e-Stat）16)で公開されているデータを用いて

実態把握を行う． 
 
(2) 東日本大震災 50 被災地区における計画人口達成率の

比較分析 

 次に，土地区画整理事業が実施された居住系全50被災

地区の居住人口について各市町村に集計を依頼し，回答

が得られた35地区を対象に計画人口達成率を算出し，比

較分析を行う． 

 

(3) 行政に対する計画人口達成状況の調査 

 (2)の結果をもとに，計画人口達成状況の認識について

再度行政への聞き取りを実施し，復興事業類型ごとの整

理と考察を行う． 

 

(4) 計画人口達成状況と時間の比較 

 (3)の結果を受け，計画人口達成状況と復興市街地の再

建に要した時間を整理し，復興類型ごとに比較する． 

 

 
３．東日本大震災による被災地の人口増減 

 

 ここでは，被災 3 県 37 市町村の被災前後における人口

増減について，県単位・市町村単位の全体像を整理する． 

 

(1) 被災 3 県における近年の人口増減の傾向 

 県単位での被災前後約 20 年間の総人口の増減を図 1 に

示す．被災 3 県の総人口は震災前の 2001 年から，既に緩

やかな減少を始めていた．震災前の 10 年間について，人

口増減率と自然増減率がもっとも低いのは福島県，次い

で岩手県であった．震災前後を比較すると，いずれの県

においても震災後の人口増減率と自然増減率は低下して

おり，マイナスの値をとっている．被災地間での人口移

動の影響が考慮されるが，とくに岩手県では震災後の人

口減少が顕著である． 

 

 
図 1 被災 3 県の 2001-2019年における人口増減 

 
(2) 被災 3 県 37 市町村の総人口規模別による分類と人口

増減傾向の比較 
 ここでは，日本で急激に少子高齢化が進行し始めた

1985 年以降 17) 約 35 年間の市町村単位の被災前後の総人

口増減について見ていく．なお，被災 37 市町村は都市の

規模がそれぞれ大きく異なるため，総人口規模別による
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２．研究の方法 
 
 本研究は，以下に示す手順によって行う． 
 

(1) 東日本大震災による被災地の人口増減の実態把握 

 ここでは，東日本大震災復興による被災3県37市町村の

震災前後における人口増減の状況を知るため，政府統計

の総合窓口（e-Stat）16)で公開されているデータを用いて
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図 1 被災 3 県の 2001-2019年における人口増減 
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分類を行う．国土交通省による分類 18) を参考にし，表 1
のように 6 つに分類した．37 市町村の内訳を見ると，A
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表 1 被災 3 県 37 市町村の総人口規模別による分類 
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られる． 

 以上をふまえ被災 37 市町村について整理すると，震災

以前から人口減少が始まっていた場合がほとんどであり，

そうした市町村で一度震災による急激な人口減少が生じ

ると，震災以前の状況に戻る可能性は限りなく低いこと

が分かる． 

 

 
図 2 大都市・中都市①,②（A,B,C）の人口増減 

 

 
図 3 小都市（D-1）の人口増減 

 

 
図 4 小都市（D-2）の人口増減 

 

分類 要件 数
A 大都市 政令指定都市 1
B 中都市① 人口30万人以上 1
C 中都市② 人口10万人以上30万人未満 1

D-1 小都市 人口5万人以上10万人未満 6 宮古市, 気仙沼市 ,塩竃市 ,多賀城市, 名取市, 南相馬市

D-2 小都市 人口5万人未満 7

37合計 ―

E 町村 村、町 21

被災3県37市町村
仙台市
いわき市
石巻市

釜石市, 大船渡市, 陸前高田市, 久慈市, 東松島市,     岩
沼市, 相馬市
洋野町,普代村, 野田村, 田野畑村,岩泉町, 山田町, 大槌
町,南三陸町, 女川町, 松島町,利府町, 七ヶ浜町, 亘理町, 
山本町,新地町,浪江町,  双葉町,大熊町,富岡町, 楢葉町,
広野町

189



 

 

4 
 

 
図 5 町村（E）の人口増減 

 

 
図 6 被災 37 市町村の人口増減率（2011-2015 年度） 

 

 

４．東日本大震災50被災地区における計画人口達

成率の比較 
 

(1) 被災地の面的整備に係る復興事業の類型とその特徴 

 ここでは，被災者の恒久的住まいの確保に直結する，

被災地の面的整備にかかわる復興事業について整理する． 

 東日本大震災後，各被災自治体は政府の定めた 40 の基

幹事業 19)をもとに，複数の事業を組み合わせることで復

旧・復興事業を実施した．恒久住宅の供給にかかわる復

興事業は，主に防災集団移転団地促進事業と土地区画整

理事業によって被災市街地の再建が行われた．両者は宅

地や災害公営住宅の土地整備を担う点で共通しているが，

整備する土地について，前者は住宅中心，後者は住宅以

外を含む多用途である点に違いがある．そのため，防災

集団移転促進事業を土地区画整理事業と比較すると，必

要に応じた規模の調整が容易であった 20)．計画策定後も，

自治体は被災者の意向調査の結果に応じ，規模や工事範

囲の変更を行った．結果として，防災集団移転促進事業

では 4 県 27 市町村 656 地区で 23,236 区画が供給され，最

終的な造成団地の入居率は 9 割を上回った 20) ． 

 

(2) 土地区画整理事業実施地区の類型と対象地区の選定 

 次に，土地区画整理事業実施地区の類型について述べ

る．土地区画整理事業は，被災 3 県 21 市町 65 地区で実

施され，このうち居住が可能であるのは被災 3 県 17 市町

全 50 地区である．全 50 地区における計画人口の規模を

図 7 に示す．本研究では東日本大震災合同調査報告書で

記されている 5 つの事業類型 19) を参考に ，事業類型を①

原位置での宅地や生活インフラの整備と土地の嵩上げを

同時に実現する嵩上げ型，②高台や内陸に移転団地を開

発する防集団地開発型，③嵩上げせずに原位置での既成

市街地の再整備を行う市街地再整備型，④緑地や高台移

転など多種の目的を持つ総合開発型，の 4 分類とした．

なお①の嵩上げ型について，東日本大震災合同調査報告

書 19)では，単純嵩上げ型・他の類型と組み合わされた型

に分け，さらに細かく分類が行われている．本研究では，

嵩上げによる原位置再建の有無の観点から，嵩上げによ

る現地再建が行われた地区をひとつのグループとみなし，

分析を行う． 
居住系の全 50 地区について，都市の総人口規模と 4 つ

の事業類型を対応させたものを，表 2 に示す．全 50 地区

のうち，半数は嵩上げ型によるもので，都市の総人口が

10 万人未満の小都市・町村（D-1,D-2,E）で実施されてい

ることが分かる．また，市街地再建型については，中・

小都市（B,C,D-1）で実施される傾向にある． 
 これら 50 対象地区の基本データを入手するために各自

治体に問い合わせ，被災 3 県 13 市町 35 地区から回答を

得られた．その結果（2021 年 8 月から 10 月時）を表 3 に

示す．なお，区画整理事業区域は行政区と必ずしも一致

しないため，正確な人口の算出が不可能である地区，行

政による算出が可能であっても誤差が大きいと判断した

地区は，分析の対象外とした（1）． 
 

 
図 7 全 50 被災地区の計画人口の規模 
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図 5 町村（E）の人口増減 

 

 
図 6 被災 37 市町村の人口増減率（2011-2015 年度） 
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表 2 都市の人口規模と土地区画整理事業の類型 

 
 

 

(3) 調査対象 35 地区の計画人口達成率と類型による傾向 

 ここでは行政に対する聞き取りから得た居住人口デー

タをもとに，調査対象 35 地区（1）の計画人口達成率の比

較を行う．居住人口の数値から，計画人口と居住人口の

差，計画人口達成率を算出し，比較に用いる． 

 図 7 に示したように，被災地ごとに様々な規模の計画

人口が決定された．図 8 は，計画人口と実際の居住人口

との差を 35 地区について比較したものである．図 8 より，

目標値である計画人口から大きな乖離が生じている地区

が多数散見される．計画人口規模が大きいほど，実際の

居住人口とのずれは増大する傾向にあり，最大で1,518人
（気仙沼市，南気仙沼地区）の差が生じている．その一

方，計画人口が南気仙沼地区と同程度の名取市閖上地区，

石巻市の新蛇田南地区では，居住人口との差は 500 人未

満となっている．また，石巻市新蛇田地区においては，

実際の居住人口が計画人口の値を上回っている． 

 次に，全 35 地区の計画人口達成状況について述べる．

4 つの事業類型ごとに計画人口達成率を整理したものを

図 9 に示す．計画人口達成率の平均値は 35 地区全体で

61.0%，嵩上げ型で 52.8%，防集団地開発型で 91.4%，市

街地再整備型で 66.7%，総合型で 35.3%と，事業類型ごと

に大きな偏りが見られる． 
全 35 地区の計画人口規模と計画人口達成率の比較を
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図 9 復興類型別の計画人口達成率の分布 

 

 
図 10 計画人口規模と計画人口達成率 
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表 3 全 50 被災地区と調査対象 35 被災地区の概要 
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a) 嵩上げ型 17 地区 

 図 11 に嵩上げ型 17 地区の分布を示す．地区ごとのば

らつきが大きいことが分かる．計画人口の大きさと計画

人口達成率の間に明確な関係は見られないが，計画人口

が 1,500 人を超える地区では，閖上地区とその他の地区

（町方地区，鹿折地区，南気仙沼地区，鵜住居地区）の

間に大きな差が見られる．また，計画人口の規模が小さ

くとも，計画人口達成率が低い地区（田老地区，大船渡

駅周辺地区，平田地区）が存在していることが分かる． 

b) 防集団地開発型 7 地区 

 防集団地開発型 7 地区（図 12）については，計画人口

の規模に関わらず，計画人口達成率はいずれも 7 割を超

えており，計画人口と居住人口は概ね一致しており，ず

れは小さい．この結果から，防集団地開発型は，防災集

団移転促進事業の特性を併せ持っているといえる． 

c) 市街地再整備型 7 地区 

 図 13 より，市街地再整備型 7 地区の全体を見ると，計

画人口の大小によって 2 つのグループに分けられる．計

画人口が 500 人未満の城内地区をはじめとする 4 地区，

計画人口が 500 人以上の 3 地区を比較すると，計画人口

規模が大きいグループについて，計画人口達成率が低い

傾向にある． 

d) 総合型 4 地区 

 総合型はいわき市内の 4 地区で実施され，地区ごとに

異なる規模の計画人口が決定されている．図 14 より，計

画人口が小規模である岩間地区とその他の 3 地区（薄磯

地区，久ノ浜地区，豊間地区）に分けられ，とくに後者

の 3 地区は計画人口達成率が低くなっている． 

 

 
図 11 計画人口と計画人口達成率(嵩上げ型) 

 

 
図 12 計画人口と計画人口達成率（防集団地開発型） 

 
図 13 計画人口と計画人口達成率（市街地再整備型） 

 

 
図 14 計画人口と計画人口達成率（総合型） 

 

 

５．計画人口達成状況に関する調査と考察 

 

 前章では計画人口に対する居住人口の状況を地区ごと

に調べ，事業類型ごとに整理し比較したが，4 類型のう

ち，嵩上げ型については実施地区が多いにも関わらず，

計画人口達成率が相対的に低いことが明らかになった． 

また，同じ類型の中でもばらつきが多く見られたことか

ら，その理由に関する自治体への聞き取りを 2021 年 10
月から 12 月にかけ，メールまたは電話にて実施した．質

問項目は①計画人口の策定経緯，②計画人口の変更や修

正の有無，③（4 章で得られた各地区の状況を踏まえた）

居住状況に対する自治体としての認識，④現状に至った

背景の 4 項目である．回答が得られた 9 市町について，

聞き取りの結果をまとめたものを表 4 に示す． 

 

(1) 計画人口達成状況に対する行政の認識 

 表 4 左の「1.計画人口の策定経緯」より，計画人口の

策定経緯は，①震災前の従前人口を想定，②被災者を対

象とした発災直後の意向調査をもとに推計，③定期的な

意向調査による算定，④従前人口と意向調査による推計

の差の比較による修正（縮小）の 4 つに分けられる． 

震災前の従前人口を想定した市町のうち，大槌町と気

仙沼市，いわき市では，計画人口と居住人口との間に大

きな差が生じ，計画人口達成率が他地区と比べ低い結果

となった．この結果に対し，大槌町では「全人口が戻る

ことは難しい」，気仙沼市では「市街地整備を行うハー

ド面から定住や土地利用促進を行うソフト面へ移行する

過程にあり，一定の年数は要するが，居住人口は今後ゆ

るやかに計画人口に近づいていく」，いわき市では「現
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状に対し，もう少し人口が戻ってきてほしい」という認

識であった．石巻市も同様に従前人口を想定していたが，

事業類型ごとに計画人口達成状況には差が見られ，防災

集団移転の地区に比べ，市街地再整備型の地区で低い結

果となった．この結果に対する石巻市の考えは，「人口

減少が進む市内の現状を踏まえると，計画人口に到達す

るのは難しい」というものであった．1 章で言及したよ

うに，被災地の多くは震災前からすでに人口減少傾向に

あり，従前人口をもとに再建市街地の規模を決定するこ

とは，震災後の社会情勢を鑑みると必ずしも適切ではな

い可能性がある． 

発災直後の意向調査をもとに推計を行った釜石市と宮

古市，大船渡市では，各地区の計画人口達成率の低い地

区が多く存在した．このことについて釜石市では「計画

人口と現在の居住人口とに大きな開きがあることを認識

している」，宮古市では「将来的な宅地利用の希望者に

ついては想定通り，すぐに宅地再建を希望する世帯につ

いては想定より少ない」という回答が得られた．また，

大船渡市の計画人口については，「居住意向を示した被

災者に対し，居住可能な基盤整備を進めることを示す意

味合いが強いもの」であったことが分かった．意向調査

に基づいた計画人口の規模であっても，居住可能な宅地

の整備には相応の時間が必要であり，その間に被災者の

意向が変化し，結果的に計画人口と居住人口の間に乖離

が生じたことが推察される． 

定期的な意向調査による算定を行った東松島市では，

計画人口達成率は総じて高い傾向にある，これについて，

「移転希望者の住宅再建，災害公営住宅への入居時時期，

人数は想定内」としている．また，計画人口の規模縮小

を行った名取市では，計画人口達成率が 8 割を超え，

「計画人口に対する居住人口の推移は概ね順調である」

との見方を示している． 

 

(2) 計画人口の達成状況に対する理由 

 次に，計画人口の達成状況の背景について，どのよう

な理由が考えられるのか，聞き取り結果を整理する．表

表 4 行政に対する聞き取りの結果 
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2．変更1.計画人口の算定経緯 3．現状に対する認識 ４．考えられる理由 復興
類型

県 市町

住宅再建の意向調査などを参考に、当該地区へ
戻る人口を推定

計画人口と現在の居住人口の間に、大きな開きが
ある

①住宅再建意向の変化
②純粋な意向の変化の他、造成工事の遅れにより区画整理地区内での再建を断念し、他地区への再建を
行った場合
③年齢により再建を断念し、地区外の親族と同居することとした場合
④人口の自然減（H23.2→R3.8で約２割減）によるもの と考えられる

震災前の従前人口を想定 従前人口を想定したため，、全人口が戻ることは
難しい

①地区外での再建
②他市町村への転出 などが考えられる

①地区内の宅地面積（住宅再建及び土地
所有希望）：約30,000㎡
②地区内の従前宅地平均面積：約50坪（165

㎡）
③住宅系土地利用希望戸数（世帯数）：①／②
＝30,000／165＝181.8≒180戸（世帯）
④災害公営住宅希望者：40戸（世帯）
⑤計画戸数（世帯数）：
③＋④＝180＋40＝220戸（世帯）
⑥従前の１世帯当たり人口：2.71人

【計画当時の人口フレーム】
①自宅再建：46世帯×2.71人＝124.66人
②災害公営住宅:42世帯×2.71人＝113.82人
③土地所有希望者：135世帯×2.71人＝365.85人
…将来的に宅地利用を希望する方
④すぐに住宅再建を希望する方：①＋②≒240人
（全体の約40％）
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③BRT山側において、津波浸水の恐れがないこと、県道丸森権現堂線よりも国道45号の交通量が見込
めること等を理由に、商業業務利用が進んだこと（※）
※中心市街地の商業業務集積を図るためには、事業者個々の判断を尊重することも重要と考える

震災前の既成市街地と同等の人口を基に計画 【街の状況】
震災前には無かった施設が多く完成し,ハード
面の整備は完了しつつある/今後は移住定住対
策や土地利用促進などのソフト面について政策
を展開する方針としている
【現在の認識】
一定の時間(年数)を要するものの,ゆるやかに計
画人口に近づいていくものと考える
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及び災害公営住宅などを選択された住民が相当数いること が主な要因と考える

当初は震災前の人口を想定したが、被災者を対
象とした個別面談の結果を受け、計画人口の規
模を縮小した
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入居の時期、人数は想定内

防災集団移転団地における土地の定期借地権 52 年間のうち 30 年間は 100%減免措置、残りの
期間は減免措置による対応としたことが大きいと思われる

計画戸数（宅地総面積÷従前宅地の平均面積）
に、一戸（一世帯）あたり2.67人を乗じて得た
数字を計画人口としている

計画人口の算定に使用した「2.67人」は平成２
３年２月時点の平均人口であり、人口減少が進
む市内の現状を踏まえると、計画人口に到達す
るのは難しい

【防災集団移転による新市街地の整備が行われた地区について（防集団地開発型）】
新市街地は新町名に変更しているため人口を正確に集計できること、利便性が良い立地で土
地の人気が高く宅地の利用率も高いことが関係しているかもしれない
【既成市街地の再整備が行われた地区について（市街地再整備型）】
市で行っている現地の視察を踏まえた上で、現地を訪れた際の見た目の再建戸数も関係
しているかもしれない、計画戸数に対する実際の戸数は各地区が３０～４０％と低迷し
ていること、計画時のとおりにはいかない要因のひとつではないか

事業計画策定時（換地設計前）において、平均
的な住宅用地面積による宅地数に当時の市内平
均世帯人員を乗じて算定

各地区について、現在の居住人口は計画人口に
達しておらず、市としてはもう少し人口が戻っ
てきてほしい
→いわき市内の沿岸５地区（土地区画整理事業
地内）にて、空き地バンクを開設

計画人口策定時の宅地には居住用地以外も含まれるため、その後の換地設計や業務用地の設定など
により、ずれが生じている
【小浜地区について（市街地再整備型）】
市内の他地区と比較した場合に震災による被害が大規模でない、計画人口の規模が小さい、事業期
間も長くはないこと が考えられる
【薄磯地区、豊間地区、久ノ浜地区、岩間地区について（防集団地開発型）】
震災により大きな被害が生じ、事業期間が最大8年に及んだことは、避難生活先など、違う地区で生
活を開始する人を出した要因のひとつではないか
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4 右の「4.考えられる理由」より，調査を行った時点で計

画人口の達成状況が良いと判断できる地区では，土地や

住まいに関連する経済的支援，復興市街地の立地特性，

計画人口の規模についての言及があった．一方，計画人

口の達成状況が芳しくないと判断できる地区では，造成 

工事の遅れや事業期間の長さ，またはそれに関連する被

災者の年齢・家族・資金面・意向の変化が挙げられた． 

以上より，計画人口達成状況に対する行政の認識を整

理すると，現状に至った背景には被災者が定住できるま

でに要した時間，すなわち復興市街地整備にかかった時

間が重要なキーワードと考えられる． 

 

(3) 復興市街地整備にかかった時間と計画人口達成状況 

 (2)までの結果をふまえ，復興市街地が整備されるまで

に要した期間を「住まいの復興工程表 21)」に基づき，事

業類型ごとに整理し，考察を行う．なお期間については，

宅地の供給と公的住まいの供給に主眼を置き，当該地区

において①発災から全ての宅地整備が完了するまでの期

間，②発災から全ての災害公営住宅で入居が開始される

までの期間に分け，分析していく． 

a) 発災から全ての宅地整備が完了するまで 

 期間を地区単位で類型別に整理したものを図 15，類型

別に分布を表したものを図 16 に示す．最短で 54 ヶ月，

最長で 108 ヶ月の期間を要し，類型別で平均値を比較す

ると，嵩上げ型が最大の 87.4 ヶ月，防集団地開発型で最

小の 65.6 ヶ月である． 

b) 発災から全ての災害公営住宅で入居が開始されるまで 

 期間を地区単位で類型別に整理したものを図 17，類型

別に分布を表したものを図 18 に示す．なお，復興市街地

内に災害公営住宅が立地していない 8 地区（織笠地区，

赤浜地区，平田地区，いわき市の 5 地区）は除く．その

ため，総合型については対象外となっている． 

 図 18 より，類型別に平均値を比較すると，嵩上げ型に

おいて最大であり，残りの 2 類型と 10 ヶ月以上の差が見

られる． 

c) 計画人口達成状況と時間の比較 

 こうして類型ごとに整理を行った結果，とくに嵩上げ

型については事業期間が長い傾向にある．そこで，計画

人口達成状況と時間の関係を見るために，類型ごとの平

均値を用いて比較したものを図 19 に示す． 

 復興した被災市街地での人口回復状況の説明のために

は，時間のみならず，複雑に絡み合う様々な要素を考慮

した詳細な分析が別途必要であるが，ここでは聞き取り

をふまえた全体像を確認する目的で図示している． 

 市街地整備の期間が長いほど，計画人口達成率が下が

る傾向にあり，嵩上げ型において顕著である．東日本大

震災における嵩上げ型の復興事業は，総人口規模が 10 万

人未満の小都市・町村で多く採用されたが，他の類型と

比較すると，より整備の期間を必要とし，かつ計画人口

に対する居住人口の回復にも時間を要する類型であると

いえる． 
 

(4)考察 
今後，新たに他地域で被災都市の再建が必要になる場

合，被災前から地域の人口動態を詳細に把握しておくこ

とと，時間の経過に伴う社会情勢の変化を見据え，被災

者の意向変化による計画変更が発生することを前提に，

再建する街の規模を決定していくことが重要であると考

えられる． 
 

 
図 15 地区別の整地終了までの期間 

 

 
図 16 事業類型別の整地終了までの期間 

 

 
  図 17 災害公営住宅の入居開始までの期間（地区別） 

 

 
  図 18 災害公営住宅の入居開始までの期間（類型別） 
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図 19 整地終了・入居開始までの期間と計画人口達成率  

 

 
６．まとめ 

 

本研究では，東日本大震災後の土地区画整理事業によ

り整備された被災 3 県の全地区を対象とし，計画人口に

対する実際の居住人口データを入手した上で，4 つの事

業類型ごとに比較を行った．また，行政への聞き取りか

ら，人口の回復状況に地区ごとの差が生じている理由を

明らかにした．以下に，本研究の成果をまとめる．  

① 計画人口に対する居住人口の状況 

 研究対象とした 35 地区全体について，計画人口達成率

を用いて比較し，類型ごとの特徴を明らかにした．4 類

型のうち，嵩上げ型については実施地区が多いにも関わ

らず，計画人口達成率が相対的に低いことが分かった． 

② 居住人口の回復状況に対する行政の認識 

 聞き取りの結果，計画人口達成率の高い地区では「想

定どおり」，計画人口達成率の低い地区では「想定どお

りでない」回答が得られ，計画人口の策定経緯によって

認識が異なっていることなどを表にまとめ，明らかにし

た．この表は，東日本大震災の復興において生じた各地

区の計画人口と実際の居住人口のずれに関する重要な資

料となる． 

③ 人口の回復状況に地区ごとの差が見られる理由 

 地区ごとに計画人口達成率の高低が発生している背景

には，計画人口の規模のほか，土地や住まいに関連する

経済的支援の有無，復興市街地の立地特性や利便性，造

成工事の遅れや事業期間の長さ，時間の経過に伴う被災

者の年齢・家族の状況・経済力・意向の変化があること

を把握した．また，事業期間の長さに着目し，計画人口

達成状況との比較を行い，大まかな傾向を明らかにした． 

 

人口減少下の今後の地方都市においては，復興市街地

の居住環境の質の低下を防ぎ，将来に向け再建した街を

維持するために，計画時とその後の居住人口の差を最小

限に留める必要がある．そのためには被災前から地域の

人口動態を詳細に把握しておき，また被災者の意向変化

による計画変更の発生を前提に，随時修正を行いながら，

最終的に適切な規模に近づけていくことが重要であると

考えられる． 
東日本大震災から 11 年が経過した現在，自治体による

新規居住者の定住促進に向けた取り組みや，空き区画の

利活用に向けた動きが見られている．今回は発災から 10
年が経過した時点での調査に基づく分析を行ったが，こ

こからどのように居住人口が推移していくのか，継続し

て見ていく必要がある． 

 

 

補注 
 
(1) 調査対象 35地区 

 本研究では，13 市町村に対して土地区画整理事業実施地区ご

との人口集計の依頼を行い，データの提供を受けている．通常，

行政による人口統計データは行政区ごとに算出されるが，行政

区の線引きと土地区画整理事業施行地の線引きは必ずしも一致

しない．そのため，①算出不可との回答があった地区，および

②土地区画整理区域内人口の算定が難しく計算結果が過大とな

っている可能性があると指摘された地区，について除外した．

その結果，35地区が比較対象となった． 
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   The road network spreads all over the country of Japan. Once a road disaster happens, it can cause severe damage to 
social assets and human lives as well as roads themselves. Road administrators, i.e. national and local governments, 
are expected to monitor and keep road safety at high levels. Still, they usually have budget constraints and hardly afford 
all prevention works. This paper proposes a roadside slope monitoring method utilizing IoT sensor devices with 
accelerometers.  We install the wireless devices at places at risk of road disasters and analyze data remotely gathered 
from the devices. The data contains tilt and vibration values that help calculate an abnormality of the focused place. 
We conclude that our approach can detect slope deformations and will support disaster prevention management tasks. 
 
Keywords: disaster prevention management, roadside slope monitoring, accelerometer, sensor device 

 
 
１．はじめに 
 

(1) 研究の背景 

 わが国に張り巡らされた道路の総延長は，約128万キロ

メートルに達する（2020年3月時点．林道・農道等を除く）
1)．橋梁やトンネルを含めた道路ネットワークは，交通

や物流を支える根本的な社会インフラであり，その維

持・管理は，国や地方自治体といった道路管理者に求め

られる重要な役割といえる． 
 一方で，「ゲリラ豪雨」という言葉に代表されるよう

に，近年は局地的な大雨の発生頻度が高まっている2)．

大雨は水害や土砂災害を引き起こし，道路網の寸断とい

った社会的損害の原因のひとつとなっている． 
 そのため道路管理者には，道路の安全を維持するため

の防災対策が求められている．豪雨などの異常気象時に

土砂災害等の可能性がある区間の通行止めをおこなうこ

と，さらにはそのような災害の発生を防止するための対

策工事をおこなうことである．しかし道路ネットワーク

が長大であること，また公共事業費削減などの制約もあ

ることから，考え得る防災対策をすべて講じることは現

実的に不可能である．そのため，土砂災害等の可能性が

ある箇所それぞれについて調査し，その危険度を定量的

に表す，さらにその危険度に基づいて対策の優先度を検

討するという仕組みが，国の主導のもと各地方自治体で

採用されている．道路沿線を対象に，災害発生の可能性

がある箇所ごとに「道路防災カルテ」が作成され，定期

的な点検が実施されている3)． 
 しかし，この道路防災カルテに基づいた点検は通常一

年に一度であり，また点検は目視での観察が主である．

そのため，短期間で進んでいる変状，目視での確認が難
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しい変状に対しては，十分な監視体制とはいえない．多

くの道路管理者は，低廉な手段による防災体制の強化を

模索していると考えられる． 
 

(2) 本研究の目的 

 本研究は，IoTセンサ装置を用いて道路沿線斜面等を監

視する仕組みの構築と，それに基づく道路管理体制の強

化について提案する． 
 道路災害を防ぐための取り組みとして，国が主導する

道路防災点検が全国の地方自治体で実施されている．し

かし対象箇所の選定や危険度評価には主観的・定性的な

要素が含まれ，また定期的な点検についても，対象箇所

の危険性を迅速かつ詳細に評価するという目的を考えた

ときには，十分とはいえない面がある． 
 そこで本研究では，道路沿線斜面や道路構造物など災

害発生の可能性がある箇所に小型で安価なセンサ装置を

設置し，無線通信によって収集された傾斜角度や衝撃の

大きさを継続的に分析することで，設置箇所の状況を定

量的に，かつ高頻度で遠隔監視できる仕組みを構築する．

これにより，異常気象時の通行規制をより迅速に判断・

実施できるほか，道路パトロールや対策工事の優先度を

定量的に判断するためのデータを提供するなど，道路防

災業務の強化・高度化に資することが研究の目的である．

災害発生の予知・予測を目標とするものではないことに

は留意されたい． 
 なお本研究は，神奈川県相模原市，株式会社ザイマッ

クス，株式会社ザイマックス不動産総合研究所，兵庫県

立大学の四者によって2021年5月に開始された，産官学共

同研究体制によるものである．IoTセンサ装置の設置箇所

は相模原市が指定し，ザイマックスが装置を設置，取得

したデータを開示する．ザイマックス不動産総合研究所

と兵庫県立大学がそのデータを分析し，市とともに異常

検知アルゴリズムの検討をおこなう，というのが四者の

主な役割である． 
 本論文はこのあと，第2章において既往研究をレビュー

する．第3章では相模原市の道路防災業務について，また

第4章では本研究で使用するIoTセンサ装置，および同装

置によって測定されるデータについて概説する．続く第5
章では，相模原市内に設置された装置による観測値と実

際の道路斜面との変状との関係から，本研究の提案する

道路斜面監視手法の有効性について考察する．第6章では

現在進行中および今後の取り組みについて述べ，第7章で

は道路管理業務での具体的な活用法について提案する．

最後に第8章はまとめとして，本研究の提案する手法の汎

用性について述べる． 
 
 
２．既往研究 
 
 道路災害には主に，道路沿線斜面で発生するもの（落

石など）と，橋梁など道路構造物で発生するものとがあ

る．ここでは前者に注目し，まず現在の道路防災体制が

どのように構築されているか，またどのような課題を抱

えているのかを明らかにすべく，既往研究の調査をおこ

なった．以下，既往研究を(1)〜(3)の3つの観点で整理し，

最後に本研究の位置づけを述べる． 
 
(1) 道路斜面災害発生事例の収集と分析 

 第一の観点は，道路災害の発生事例を収集・蓄積し，

そこから道路斜面災害の発生要因について分析をおこな

う研究である． 
 矢島ら4)は，1990年4月から2004年12月の間に直轄国道

（国土交通省および内閣府沖縄総合事務局が管理する国

道）において発生した斜面災害事例1,310件を体系的にと

りまとめ，その特徴や地域性，地質・地形・雨量等の要

素と災害発生数との関係を分析している．災害形態別の

集計では表層崩壊が全体の81%と突出して多く，路面異

常（6.0%），落石（5.0%），土石流（5.0%），地すべり

（1.6%），岩盤崩壊（0.9%）と続く．落石の占める割合

が少ないのは，片側以上の通行止めをともなった斜面災

害のみを分析対象としたためとしている．  
 また上述の研究4)を引き継いで，浅井ら5)は道路災害事

例の体系的な収集・蓄積・分析をおこなう仕組みの構築

を試みている．2008年度から2010年度に直轄国道で発生

した斜面災害73事例（地震を原因とする2事例を含む）を

分析した結果，その形態別の集計では切土のり面崩壊が

24件（33%），自然斜面崩壊が15件（21%）を占めてい

る．また，過去に変状があった箇所での災害発生，過去

に災害があった箇所での再発生の事例が多いことから，

変状や災害の履歴を記録すること，それをふまえた適切

な点検を実施することの重要性を唱えた． 
 
(2) 道路防災点検の改善に関する提案 

 第二の観点は，道路防災点検時に実施される危険度評

価の方法や，過去の災害記録等を用いた道路防災体制の

改善に関する研究である． 
 原田ら3)は，現在わが国で実施されている道路防災点

検の仕組み，さらにはその危険度評価の方法について，

その問題点を指摘している．具体的には，災害発生の可

能性がある箇所に対して，安定度調査票（スコアリング

シート）に則った定量的な評価をしておきながら，最終

的な対応方針(1)は点検技術者による総合的な判断によっ

て，すなわち定性的に決定されているという指摘である．

そこで原田らは，過去の道路防災点検の結果から，最終

的な評価である対応方針を定量化したうえで目的変数に，

安定度調査票の各項目を説明変数にした重回帰分析をお

こなっている．その結果，たとえば説明変数の「盛土変

状」は，安定度調査票における評価点の重みよりも回帰

分析結果における寄与率の重みが大きいこと，すなわち

点検技術者が対応方針を決定する際に重視していること

がわかった．このような例から，機械学習を活用した危

険度評価システムの開発と導入を提案している． 
 大石ら6)は，道路防災点検による斜面の危険度評価に

ついて，マニュアルによる標準化が図られているものの，

技術者の主観に頼った評価が求められる項目も含まれて

おり，そこには技術者の経験や技量によって差が生じう

ると指摘している．結果として評価の客観性や精度にも

影響を与えているとして，それに代わる客観的かつ高精

度の危険度評価手法を提案した．1996年の道路防災総点

検の記録から山口県東部3市町の安定度調査票を用い，災

害発生要因25項目を説明変数，過去の災害有無を目的変

数として，箇所ごとの危険度を予測する機械学習モデル

を生成した．サポートベクターマシンを用いたその予測

モデルにより，実際の災害有無との相関が高い予測結果

が得られることを示した． 
また本城ら7)も，1996年に実施された岐阜県北部（飛

騨地方）の道路防災総点検記録と，2004年度から2008年
度の落石事故データを用いたロジスティック回帰による

危険度予測モデルを生成し，記録された点検項目のうち，
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事故発生との関連が強いと思われる要因の抽出を試みて

いる．その結果，たとえば小落石（自然斜面やのり面の

下部に存在する落石）の有無が最終的な対応方針に強く

影響していることを示した．また続く髙木ら8)の研究で

は，危険度が高いとモデルが評価した斜面の周辺で，過

去実際に落石が発生している傾向があることを示し，モ

デルが現実と整合していることを確認した． 
 倉橋ら9) 10)は，1996年の道路防災総点検以降，2004年
度までに直轄国道で発生した477件の道路災害について分

析し，うち258件（54%）は総点検での点検対象に含まれ

ない箇所で発生した災害であるとした．また総点検の結

果「対応不要」と判定された箇所でも44件の災害が発生

していると指摘し，道路防災総点検とは異なる基準で危

険箇所を選定・評価する「道路防災マップ」の開発によ

って，災害の見逃しを防ぐことができるとした． 
 
(3) センサ装置を用いた防災管理手法の開発 

 第三の観点は，各種のセンサ装置を用いた防災管理手

法の開発および提案をおこなう研究である． 
 豊澤ら11)は，建設工事中の斜面崩壊による労働災害を

防止するという観点から，半導体加速度センサを利用し

た傾斜計を開発し，室内斜面実験の結果を通して，斜面

崩壊の動態観測および直前予知の可能性を示している． 
 千田ら12)は，豊澤ら11)と同様の半導体加速度センサを

用いた地盤傾斜計によって，地すべり初期の微少な斜面

変動の検知を試みている．開発した地盤傾斜計を道路斜

面に複数設置する実験により，豪雨によって引き起こさ

れる地すべりの初期変動を，それまでの観測で一般的に

使われていた地盤伸縮計に先行して捉えることに成功し

ている． 
 武士ら13)は，回転運動を含む地すべり地2箇所において，

従来からの観測に使われてきた地盤伸縮計に加え，千田

ら12)と同様の半導体加速度センサによる地盤傾斜計を設

置し，その2つの装置による測定値の比較および組み合わ

せによって，地すべりの変形様式を正確に推定できると

した．道路斜面に注目した研究ではないが，センサ温度

と傾斜角度との関係への言及が見られる． 
 納谷ら14)は，斜面の変動を伝達・監視するシステムは

すでに存在するものの設置箇所は限られ，実際の変状確

認は監視員による目視点検などに限られていると述べた

うえで，道路のり面や地すべり斜面，構造物等の変位を

迅速に測定できる新しい地盤傾斜計を開発した．この装

置には小型加速度センサと電子コンパスが内蔵されてお

り，どの方向に何度傾斜したかを測定することができる．

室内実験に加え，実際に高速道路の切土のり面に設置し

た環境での実験も実施し，測定値が斜面の変動や構造物

の傾斜の変化を判断するための指標となる可能性がある

こと，また実際の降水による斜面の変状をこの装置が捉

えたことを示した． 
 
(4) 本研究の位置づけ 

 既往研究の調査から，道路斜面災害は表層崩壊やのり

面崩壊がその大きな原因であることがわかった．災害発

生の可能性がある箇所については道路防災点検を通じて

その危険性を評価しているが，点検頻度や評価手法には

改善の余地が残る．点検頻度を高め，かつ定量的な評価

をおこなうにはセンサ装置による監視が有効であるもの

の，システムが複雑であったり，現地でしかデータが回

収できないようだと，機器の設置や運用には大きな制約

を受ける． 

 そこで本研究では，IoTセンサ装置を用いた道路沿線斜

面等の監視の仕組みを検討する。本研究で使用するセン

サ装置はバッテリーと無線通信機能を内蔵しており，何

ら配線等を必要としないため，低コストで設置運用でき

るという強みを持つ．本装置によって収集されるデータ

を継続的に分析することで，設置箇所の危険性を高頻度

かつ定量的に評価することができれば，予算に制約があ

る中での道路防災体制の強化に貢献できるものと考える． 
 
 
３．相模原市の道路防災業務について 
 
(1) 相模原市について 

 相模原市は神奈川県の北部に位置する市で，70万人以
上を擁する人口は横浜市，川崎市に続く県第3位の規模で

ある．主に市街地からなる中央区・南区と，主に山間部

からなる緑区の計3つの区から構成され，その総面積は約

330km2，うち約8割を緑区が占める． 
 相模原市が管理する道路の総延長は，2021年3月末時点

で2,426kmにもおよぶ．相模原市は政令指定都市であり，

国道（指定区間外）および県道についても市が管理して

いる． 
 相模原市では，都市建設局土木部が道路網の維持管理

を担っている．土木部の組織を図1に示す．このうち路政

課が道路の点検を，4つの土木事務所が各地域の道路の補

修および日々のパトロールを主に担当している．特に緑

区は過去に複数の自治体を合併編入しており，面積も広

大であることから，緑・津久井2つの土木事務所によって

カバーされている． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1 相模原市都市建設局土木部の組織図 

 

(2) 相模原市の「道路災害防除ガイドライン」について 

 相模原市では「道路災害防除ガイドライン」15)を策定

し，道路の安全確保に必要となる防災対策をとりまとめ

ている．具体的には，危険箇所の選定方法，点検方法お

よび点検結果の評価方法について定めている． 
 なお，このガイドラインは1968年8月の飛騨川バス転落

事故（岐阜県）を受けて全国一斉に実施された道路防災

点検をルーツとしつつ，1996年2月の豊浜トンネル岩盤崩

落事故（北海道）なども経ながら，2006年9月に国が改訂

した「点検要領」16)に基づき作成されたものとなってい

る3)． 
 道路防災点検の全体像として，同ガイドライン15)が示

すフローを図2に示す．おおむね10年に一度実施される道

路防災総点検では，まず1次点検として，過去の点検記録

や災害記録，地形図や地質資料などを用いて，点検対象

区間の絞り込みを机上でおこなう．続く2次点検では，各

区間の危険要因を抽出し，安定度調査を実施する必要が
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ある箇所を絞り込む．この2次点検では，資料の精査によ

る机上調査と，技術者が現地を確認し道路防災カルテを

作成する現地調査とが組み合わされる．その後は年に1回，

道路防災カルテを用いた点検，およびカルテの更新など

が行われる(2)．なお相模原市では，直近の道路防災総点

検は2016年度に実施された(3)．また2021年度の定期点検

では，道路防災カルテを用いた点検が市内約270箇所を対

象としておこなわれている． 
 

 
図 2 道路防災点検フロー 15) 

 
 道路防災カルテの作成にあたっては，災害発生の可能

性がある箇所を対象とした安定度調査として，道路斜面

の危険度が評価される．まず危険性評価として，変状の

進行度，対策工の効果，崩壊の規模という3つの要素から

点数化がなされる（表1）．この点数を危険度ランクの評

価基準（表2）にあてはめ，その危険度に応じて1〜3の3
つのランクに(4)，細区分ではA1・A2・A3・B・Cの5つの

ランクに区分される．この危険度ランクに加え，交通量

の多寡，迂回路の有無，通学路か否かといった路線特性

も考慮し，対策工の優先度が判定されている．また道路

防災カルテの作成後は，年に一度カルテに従った点検が

行われ，状態の変化に応じて危険度ランクが見直される． 

 
表 1 危険度ランク評価点の要素と配点 15) 

 
 

表 2 危険度ランクの評価基準 15) 

 
 

 この道路防災点検の制度に則った点検とは別に，市で

は日々道路のパトロールを実施している．パトロールは

各土木事務所に所属する道路技能員等が，特定の路線を

巡回しておこなう．パトロールを専業とする人員が各土

木事務所に配置されており，特に緑・津久井の土木事務

所は担当エリアが広くかつ山間部のため，人員は多めに

配置されている． 
 この日々のパトロールは，道路への落下物や路面の凹

凸の確認など，道路の通行に支障がないかどうかの確認

が主目的である．また対象となる道路も長大であること

から，道路防災カルテを用いた点検や，沿道斜面の変状

の確認までおこなうのは難しい． 
 また日々のパトロールとは別に，台風の通過，豪雨，

地震などの直後には，集中的なパトロールが実施される．

この際には，道路防災カルテ等に従い，斜面災害発生の

可能性が高い箇所についてもパトロールがおこなわれる

が，早期に復旧作業を要する箇所が多発することや，パ

トロール自体に危険がともない立ち入りが困難な場合も

あることから，多くの時間と人員を割くことになる．そ

して日々のパトロールと同様，道路の通行が阻害されて

いないかの確認が優先であるため，人による確認だけで

は沿道斜面の変状等を迅速かつ正確に把握することは困

難であると考えられる． 
 
 
４．IoTセンサ装置について 
 
(1) IoTセンサ装置の外観と仕様 

 本研究で使用するIoTセンサ装置の外観および仕様を図

3に示す．この装置は加速度センサを内蔵しており，装置

自身の傾斜角度，および装置が受けた揺れを，一定の時

間間隔で自動的に測定することができる．この装置を道

路沿線斜面や，擁壁などの構造物に設置することで，斜

面表層の変状や，落石による衝撃等の観測が可能となる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 IoTセンサ装置の外観および仕様 
 
 この装置にはさらにバッテリーと，LPWA（Low Power 
Wide Area-network：低消費電力で長距離のデータ通信を

可能とする無線通信技術）を用いた無線通信機能も内蔵

されており，測定されたデータは通信事業者が持つサー

バ宛てに自動的に送信される．よって何ら配線等を必要

とせず，単独での設置が可能となっている．データの送

信間隔によってバッテリー寿命は異なるが，本研究では1
時間に1回の送信としており，その場合は1年半程度の動

作が可能とされる． 
 このセンサ装置はもともと，ビルの袖看板・ポール看

板の監視を目的として開発されたものである．この装置

の低廉性を生かし，その新たな活用先として注目された

のが，本研究の道路防災分野である． 
 なお本装置は，国土交通省の「橋梁及びトンネルの点

検支援技術」公募に応募し，国が定めた性能値を満たし

たものとして「点検支援技術性能カタログ」にも掲載さ

れている17)． 
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(2) 装置が測定・送信するデータ 

 本IoTセンサ装置が自動的に測定・送信するデータ項目

は以下の通りである(5)． 
 
・ 傾斜角度（X軸／Y軸） 
・ 揺れ指数（X軸／Y軸／Z軸） 
・ 気温 
 
a) 傾斜角度 

 地すべりをはじめとする斜面災害の監視には，かねて

よりさまざまな測定手法が考案・使用されてきた．地表

面の移動量を測定する機器としては，2点間の移動量を測

定する伸縮計のほかに，地表の傾きを測定する傾斜計も

活用されている13) 18)．また擁壁や橋台などの構造物の監

視においても，その中長期的な変状を把握するためには

傾斜計が利用されてきた19)．従来は気泡管式傾斜計が一

般的であったが，近年では半導体センサによるものも広

く用いられている．本研究で使用するセンサ装置も半導

体センサを内蔵し，観測された加速度から装置自体の傾

斜角度を測定することができる． 
 一定の範囲であれば，あらかじめ傾斜のある箇所にも

本装置を設置することが可能である．その場合，設置後

にキャリブレーション操作をおこなうことで，その時点

での傾斜角度を各軸0度とし，そこから±25度の範囲で変

位を測定・送信することができる．データ上の分解能は

0.01度である． 
b) 揺れ指数 

 本装置は，装置自体が受けた揺れの大きさを測定する

機能も有している．ただし観測した加速度値そのままで

はなく，一定時間で集約した「揺れ指数」値を送信する． 
 揺れ指数の算出式を以下に示す． 
 
 

 [1] 
 
 
なお accelt は時刻 t における揺れ指数を表し，𝑔𝑔! は時刻 t 
に測定された加速度（単位mG(6)），�̅�𝑔 は揺れ感知前（平

常時(7)）の平均加速度（単位mG）である．装置が揺れを

感知すると，加速度を10ミリ秒（0.01秒）間隔で測定し，

一定時間遡った測定値から上式[1]に従って揺れ指数を算

出する．この揺れ指数の考え方を図4に示す．同図におけ

る，網掛けで塗られた領域の面積を，矢印の長さの合計

で近似した値が揺れ指数である．2.56秒間に受けた加速

度の絶対値の平均値と考えてもよい．装置から送信され

る揺れ指数は0〜255の整数値であるため，算出値がその

上限を超えた場合でも揺れ指数は255となる．図4(上)の
ように，周期の長い揺れを受けた場合にこの揺れ指数は

大きくなり，対して図4(下)のような落石による衝撃など

は加速度を受ける時間が短く，揺れ指数は大きくならな

いと考えられる． 
 装置は揺れを感知するたびに揺れ指数を算出するが，

たとえばデータの送信間隔が1時間の場合は，データ送信

前1時間のうち最大となった揺れ指数のみが送信される． 
c) 気温 

 本センサ装置には，気温センサも内蔵されている．装

置設置箇所の気温が測定されるが，たとえば直射日光下

では装置表面および装置内の温度も上昇するため，外気

温よりは高い測定値となりうる．気温の分解能は0.1度で

ある． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 「揺れ指数」の考え方 
 
 

 
図 5 装置の設置方向と測定値の軸方向の対応 

（装置取扱説明書掲載の図を改変） 

 
 

 
(a) 傾斜角度 

 

 
(b) 揺れ指数 

 

 
(c) 気温 

図 6 センサ装置による測定値 

 
 傾斜角度および揺れ指数の軸方向は，装置の設置方向

によって異なる．設置方向および軸方向の対応を図5に示
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す．装置を設置する箇所ごとに，どの向きの傾き・揺れ

を監視したいのかは異なるはずである．また設置場所・

設置方法の制約などもあるため，装置ごとに注目すべき

軸は異なる． 
 図6は，ある落石防護ネットに設置されたセンサ装置の

2週間の測定データをグラフ化したものである．図6(a)は
傾斜角度，同(b)は揺れ指数，同(c)は気温を表している．

揺れ指数の値は，平常時であっても1〜2程度の値が測定

値として送信されているものの，落下物がネットに接触

したと思われる際に大きな値を観測している．また傾斜

角度については，ネット下部の膨らみが傾斜角度Ｘのプ

ラス方向に現れることを期待している．図ではマイナス

0.1度程度の変化が見られるが，第6章2節で述べるような

手法で気温との相関を取り除いたのち，中長期的な傾向

を解釈・分析していく必要がある． 
 
(3) 落石模擬実験 

 道路斜面で落石があったとき，揺れ指数としてどのよ

うな値が観測されるのかを検証するために，本IoTセンサ

装置が実際に設置されている沿道斜面において，鉄球や

石を人為的に落下させる実験をおこなった．実験はH型
鋼・鋼矢板による仮設防護柵，および落石防護ネットの2
箇所で実施した(8)(9)．実験の様子を図7に，また実験の結

果を表3(a)および同(b)に示す．石は現地斜面で採取した

ものである（図7右）． 
 実験をおこなった箇所はいずれも自然斜面であり，草

木や土石などで凹凸もあること，また実験に用いた石も

角張ったものであることから，鉄球や石の落下経路，落

下速度は一様とはならない．そのため，物体の重さ，落

下距離や高度差から計算されるエネルギー量と，装置が

観測する揺れ指数との間に線形の関係があるかどうか判

断することは，この計11回の試行では難しい．ただ何ら

揺れ・衝撃を受けていない平常時の測定値が1〜2である

ところ，実験によって防護柵では3軸の最大で10〜50程度，

落石防護ネットでは同30〜80程度の揺れ指数が観測され

ていることから，本装置の測定値を監視することで，落

石等の検知は可能であると考える．またこの実験の結果

は，前節b)で述べた，瞬間的な衝撃よりも長周期の揺れ

の場合に大きな値となるであろうという考察とも整合的

である． 
 この実験は，道路表面にまで達した際に通行に支障を

及ぼす程度の落石について，本センサ装置での検知が可

能かを検証する目的でおこなった．よって，どの程度以

上の落石であれば検知できるのか，その限界を示すこと

は難しい．ただ今後の取り組みとして第6章3節で述べる

が，センサ装置の設置箇所に定点カメラを設置し，装置

周辺の状況変化を把握するための取り組みも進めている．

カメラ画像の解析等を通じて，落石の検知限界を知るこ

とは今後の課題のひとつとしたい． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 落石模擬実験の様子 

 

表 3(a) 斜面実験の結果（仮設防護柵） 

 
 

表 3(b) 斜面実験の結果（落石防護ネット） 

 
 
(4) 本装置を用いた防災管理手法の優位性 

 本装置を構成する主要な要素は，半導体加速度センサ

およびLPWAによる無線通信機能であるが，半導体加速

度センサについては既往研究11) ~ 14)でも用いられている．

またLPWAについても，水害を防止するための浸水モニ

タリングに関する研究20)等での使用例がある． 
 しかし既往研究との比較において，また前述の「点検

支援技術性能カタログ」17)に掲載されている他の計測・

モニタリング技術との比較においても，それらは電源供

給およびデータ通信にはケーブルによる接続が求められ

ていたり，センサ装置自体は小型であっても複数のセン

サ装置を集中管理する親機が必要であったりするものが

大多数であり，本研究で用いる装置と比較して設置や運

用にかかるコストは大きくなると思われる． 
 装置が低コストであることは，これまで監視の目が行

き届かなかった多数の箇所への設置を容易にする．複数

装置のデータを比較しながら分析することで，優先的な

監視や対策を必要とする箇所の把握が可能となる．本装

置によって収集・蓄積されたデータの分析手法まで提案

することが，本研究の優位性と考える． 
 
 
５．IoTセンサ装置を用いた道路斜面監視の有効性

の考察 
 
 本章では，相模原市におけるIoTセンサ装置の設置状況

について概観したのち，装置によって測定された値が実

際の道路斜面の変状とどの程度関係しているかの事例を

通して，本装置を用いた道路斜面監視の有効性について

考察する．  
 本研究で分析の対象とするセンサ装置は，道路防災カ

ルテによって継続的に監視・点検している道路斜面や，

道路の安全に強く関係する橋梁・張り出し歩道など，相

模原市内の各所に設置されている．2020年12月に6箇所12
台を設置したのを皮切りに段階的に台数を増やし，2022
年3月末時点では21箇所に計43台の装置が設置されている
(10)．現在は実験段階であるため，擁壁に固定する，金網

やネットにくくりつける，地山に単管杭を打ち込む等，

さまざまな方法によって装置を固定している．図8に，実

際に設置されている装置の様子を示す． 
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図 8 設置されている IoTセンサ装置の様子 
 
 これらの装置から送信されてくる観測値は，通信事業

者のサーバを通じてほぼリアルタイムに参照することが

可能である．そのデータを監視することで，たとえば落

石や土砂崩れなど道路斜面の変状を迅速に検知したり，

擁壁が中長期的に傾きを強めている様子を可視化して把

握したりすることが可能となる． 
 以下では，2020年12月以降約1年3か月分のデータ分析

の過程で，IoTセンサ装置による観測値が，実際の道路斜

面の変状を検知していたと考えられる事例を2例紹介する．

うち1例は短期的に発生した変状を，残る1例は中長期的

に観測された変状を捉えており，本装置を用いた仕組み

が道路防災上の監視体制の強化・高度化に貢献できるこ

とを示す．加えて，市内全域に影響を及ぼす可能性があ

った2回の地震発生後の観測値についても紹介し，たとえ

ば災害発生時における一斉パトロールの優先箇所を判断

する際の補助となる可能性についても示す． 
 
(1) 落石防護ネットの事例 

 地点Aは，山間部の県道沿いに存在する観測地点であ

る．沿線は急峻な自然斜面に面した区間が長く，落石の

危険性が高いとされる箇所が複数ある．道幅も狭く，落

石があった場合には道路の通行に支障をきたす可能性が

高い．そのため，地点Aにはすでに落石防護ネットが張

られており，落石が道路に到達する可能性を下げる対策

がとられている．センサ装置は，そのネットに設置され

ている． 
 そのセンサ装置に，2021年12月8日の17時台，揺れ指数

250を超える大きな揺れと，X軸で-1度以上，Y軸で+1.5
度以上の傾斜角度の変化が観測された．当日を含む3日間

の傾斜角度を図9(a)に，揺れ指数を同(b)に示す．その数

日後に地点Aの現地確認をしたところ，道路への到達は

わずかであったものの，11月の現地確認時にはなかった

大小の落石が確認された（図10）．落石によって防護ネ

ットが揺れ，大きな揺れ指数が観測されたものと思われ

る．一方で傾斜角度については，防護ネットの下側が膨

らんだとすると，傾斜角度X軸の値はプラス方向に変位

するはずであるが，実際にはマイナス方向への変位が観

測されている．防護ネットの張りは緩やかで，ある程度

自由に揺れる，動くものであることを考えると，変位の

方向（プラス／マイナス）から発生事象の詳細を判断す

ることは難しい．それでも，傾斜角度の変位と揺れ指数

をあわせて分析・評価することで，現場に何らかの変状

が発生している，との検知は可能であると考える． 
 

 
(a) 傾斜角度 

 

 
(b) 揺れ指数 

図 9 地点 Aの傾斜角度・揺れ指数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 11 月時点      (b) 12 月時点 

図 10 地点 Aの現地写真 

 

(2) 擁壁の事例 

 地点Bは，住宅地区域内の切通し道路沿線にある観測

地点である．道路側面の急斜面にはコンクリート擁壁が

設けられているが，斜面の上に建ち並ぶ住宅群もあり，

擁壁が道路側に倒れる方向への力がかかり続けている．

万が一にも擁壁が倒れると，道路の通行に支障が出るば

かりでなく，道路通行中の人車に危害が及ぶ可能性もあ

る． 
 そのような背景から，市は地点Bについて重点的に監

視し，道路防災カルテに基づいた目視での点検に加え，

測量による点検も定期的に実施している．  
 地点Bには，擁壁に沿って計3台のセンサ装置が設置さ

れている（図11）．いずれの装置も擁壁天端に設置され

ており，注目する傾斜，すなわち擁壁が道路側に倒れる

傾斜は，X軸プラス方向に現れる．3台の装置から出力さ

れた傾斜角度X軸および気温のグラフを図12に示す

（2021年1月から12月）．装置No.2において，短期間での

急激な傾斜角度変化が見られるが（2021年1月），それを

差し引いても，すべての装置で+0.15〜0.2度程度の傾斜

角度の変位が観測できている．本地点の装置群は冬期に

設置され，春から夏にかけての気温の上昇とともに角度

が増加したため，季節変化によるものではないかとの仮
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説も立てて観測を続けたが，秋から冬にかけての気温下

降期においても，傾斜角度の増加傾向は続いていること

がわかる．降水量による影響を見るために，降水量と傾

斜角度変化量との比較による分析もおこなったが(11)，そ

れらの間にも明確な関係を見つけることはできなかった．

気温や降水量とは直接相関しない継続的な力によって，

擁壁の傾斜が増しているものと考えられる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
図 11 地点 Bの現地写真 

 

 
(a) 傾斜角度 X軸 

 

 
(b) 気温 

図 12 地点 Bの傾斜角度と気温 

 

 
図 13 地点 Bにおける測量による点検結果 

 
 なお，3か月に一度の測量による点検においても，擁壁

が徐々に道路側に傾いていると指摘されている．測量に

よる点検の結果を図13に示す．IoTセンサ装置3台の設置

箇所それぞれで固定点からの距離が測量されており，測

量距離が小さくなるほど道路側に近づいている，すなわ

ち道路側に傾いていることを表す．このことは，センサ

装置による観測結果とも整合している．本装置による傾

斜角度の測定により，目視では観測が難しい擁壁の傾き

を定量的・継続的に観測できているという点で，相模原

市の防災管理体制の強化に貢献できるものと考える． 
 
(3) 地震発生後の事例 

 IoTセンサ装置の設置が開始された2020年12月以降，相

模原市では比較的大きな地震を2回観測している．2021年
12月3日6時37分に発生した山梨県東部を震源とする震度4
の地震，および2022年3月16日23時36分に発生した福島県

沖を震源とする震度4の地震である（以下，それぞれを山

梨県東部地震，福島県沖地震と呼ぶ）．それぞれの地震

が発生した直後に，各装置から送信される観測値に注目

した．表4(a)は山梨県東部地震の，同(b)は福島県沖地震

の発生時に，いずれかの軸で5以上の揺れ指数を観測した

センサ装置およびその観測値の一覧である．40台程度の

装置が稼働しているなかで，揺れを感知している装置は

その一部であった．同じ震度4でありながら，震源地の近

い山梨県東部地震時のほうが揺れを感知した装置が多い

こと，またその観測値も総じて大きいことがわかる． 
 このようなデータを，最大1時間程度のタイムラグで収

集・集約することが可能であるが，この値だけでは，地

震単体の揺れなのか，あるいは地震をきっかけとした落

石等の揺れによるものなのかを判断することは難しい．

たとえば地点Fのロックネットなどは，その対象物の特

性上，長周期の揺れによって大きめの値が出ていること

が考えられる．長期間蓄積されたデータから揺れ指数の

分布を求め，その分布からどの程度離れているかを異常

度として定量的に示すことができれば，地震に限らず台

風や豪雨といった災害発生後の対応について，対応の優

先度を判断する際の有用な情報になると考えられる．今

後の研究の課題としたい． 
 

表 4(a) 山梨県東部地震時の観測値 

 
 

表 4(b) 福島県沖地震時の観測値 

 
 
 ここまで3つの事例を通じて，本研究で用いるIoTセン

サ装置による観測値が，実際に発生している事象，変状

をうまく捉えられていることを示した．落石防護ネット

の事例では，道路斜面に変状が発生した可能性を，短い

タイムラグによって把握できたことがわかる．擁壁の事

例では，定期的な点検よりも高い頻度での観測が可能と

なること，および中長期的な変状をデータの可視化によ

って把握できるようになることがメリットである． 
 また最後の地震の事例では，災害発生後におこなわれ

る一斉パトロールにおいてどの地点を優先的に点検すべ

きかを決定する際の一助となるなど，災害発生後の対応

検討・体制構築に有用なデータを提供できる可能性があ

ることがわかった．これは限られた人員で長大な道路網

の防災管理を担う上で，有力な手段となり得ることを示

している． 
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６．現在進行中および今後の取り組み 
 
 本章では，まず現在進行中の取り組みとして，(1)IoT
センサ装置設置箇所の状況をより詳細に把握するための

設置方法改良と，(2)装置設置箇所の異常度を定量的に算

出する手法について述べる．また今後の取り組みとして 
(3)事象とデータの関連付けについて述べる．これらはい

ずれもデータ分析結果の活用性を高め，市の道路防災管

理体制を強化することを目的としている． 
 
(1) IoTセンサ装置設置方法の改良 

 IoTセンサ装置は，設置対象箇所の特性に応じて，実験

的にさまざまな設置方法を試していることはすでに述べ

た．自然斜面崩壊の可能性がある箇所については，セン

サ装置を巻き付けた単管杭を打ち込む方法を主に採用し

ていたが，より高い感度で変状を検知するため，落石や

土砂を受け止めやすくした設置方法を考案した．C型ア
ルミ板にセンサ装置を取り付け，鋼棒を地山に打ち込ん

で固定するこの設置方法を，プレート設置型と呼ぶこと

とする（図14）．2022年1月には，落石の頻度が高い2箇
所において，このプレート設置型センサ装置を計5台設置

した．近隣の単管杭に設置した装置よりも高い頻度での

揺れを観測しており（図15(a)および(b)），斜面の状況を

より詳細に把握することに貢献するものと考えられるた

め，今後は同型のセンサ装置についてのデータ分析を重

ね，さらに改良のうえで増設することを検討している． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 14 プレート設置型センサ装置 
 

 
(a) 単管杭センサ装置 

 

 
(b) プレート設置型センサ装置 

図 15 2つのセンサ装置の揺れ指数観測値の比較 
 
(2) 異常度計算アルゴリズムの開発 

 多数のIoTセンサ装置から定期的に送信される観測値を

監視し，従来とは異なる何らかの動きが見られた場合に

はそれを迅速に検知する仕組みが必要である．中長期的

な傾向を見るだけであれば人手によっても可能かもしれ

ないが，落石等の可能性をいち早く検知する，あるいは

豪雨や地震発生後などの対応を検討するといった場面に

おいては，即時性，網羅性の面で不安が残る． 

 そのため，センサ装置からの観測値を自動的に収集・

分析し，必要に応じて警報等を発報するシステムの開発

が求められる．その際に重要となるのが，目下の異常の

度合いを定量的に表す「異常度」の算出手法である． 
 時刻 t の異常度 abnormalityt の一般的な考え方は，次の

式[2]である． 
 

[2] 
 
ここで 𝑣𝑣! は時刻 t の観測値，𝜇𝜇" は観測値の平均値，𝜎𝜎" は
観測値の標準偏差を表す． 
 ただし箇所や装置によっての強弱はあるが，傾斜角度

には24時間の周期性，および気温との相関が見られる．

そこで傾斜角度と気温との関係を単回帰式（式[3]）によ

ってモデル化し，そのモデルでは説明できない残差を用

いて異常度を求めることとした（式[4]）． 
 

[3] 
 
 

[4] 
 
なお tiltt は時刻 t の傾斜角度，tempt は時刻 t の気温，et は

時刻 t の残差とする．𝜇𝜇# は残差 e の平均値，𝜎𝜎# は残差  e  
の標準偏差を表す．式[3]の単回帰式の係数 a および切片 
b，式[4]の 𝜇𝜇#  および 𝜎𝜎#  求めるにあたっては，過去720時
間（30日間）の傾斜角度および気温を用いている． 
 図16は，ある道路沿線斜面の単管杭に設置したセンサ

装置で観測された傾斜角度X軸(a)と気温(b)，そして算出

された異常度(c)を示したものである．異常度を同図(c)か
ら見ると，傾斜角度が周期性の範囲を超えて大きくプラ

ス方向に変動したとき（11月下旬）に，異常度もプラス

方向に大きく振れており，何らかの変状があったものと

推測される．観測データからだけではこの変状の原因を

判断することは難しいが，装置が斜面の単管杭に設置さ

れていること，装置が図5でいう「縦長設置」にあたり傾

斜角度X軸がプラス方向に変動していることから，落石

等により単管杭が道路方向に傾きを増したと考えられる． 
 図17に，同センサ装置の揺れ指数X軸を示す．2021年
11月下旬の傾斜角度変化は揺れがきっかけであることが

わかる．一方で2022年1月には大きな揺れを観測しながら，

傾斜角度には大きな変化がない．このような場合には異

常度は上がらないため，揺れ指数のみによらない観測地

点の評価が可能となる． 
 この異常度を継続的に算出し，事前に定めた閾値を超

えた時点で警報を発報する，といった運用が考えられる．  
ただし擁壁や橋台といった傾斜角度の変動が極めて小さ

い対象物と，落石防護ネットなど揺れやすく傾斜角度の

変動が大きい対象物とでは，異常度の閾値の決め方，さ

らには異常度の計算手法をも変えていく必要があると考

える．揺れも考慮した異常度計算手法の開発，合理的な

閾値の設定など，今後の研究対象としたい． 
 
(3) 事象とデータとの関連付け 

 現在の体制では，観測値から何らかの異常を検知した

場合，その後現地確認をおこなっているものの，発生事

象を明確に把握することができていない．そのため今後

は，いくつかの監視箇所に定点カメラを併設し，観測値

と発生事象との関連付けを試みる予定である．これによ

り，データから発生事象を推定する際の精度の向上を目
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指す． 
 

 
(a) 傾斜角度 X軸 

 

 
(b) 気温 

 

 
(c) 異常度 

図 16 傾斜角度と気温から計算した異常度 

 

 
図 17 揺れ指数 

 
 
７．道路管理業務での活用に向けて 
 
 相模原市の道路管理業務，パトロール業務の現状につ

いては，第3章で述べた．市では，これまで人の目だけで

は把握が難しかった斜面災害発生リスクをデータで確認

できること，IoTセンサ装置のコスト優位性を生かした網

羅的・面的な監視ができることなどから，道路管理体制，

防災体制の強化に資することが期待される．以下では4つ
の道路管理シーンを取り上げ，各シーンでどのような活

用法が考えられるかを示す．相模原市での実施は検討中

ないし試行中であるが，他の自治体への展開も視野に，

さまざまな活用法を模索したいと考えている． 
 
(1) 日々の状況監視 

 散発的に発生する斜面変状，すなわち土砂崩れや落石

等の検知・早期発見を目的として，各IoTセンサ装置から

送信される観測データを自動的に収集・分析する仕組み

の導入が考えられる．第6章2節で述べた異常度計算アル

ゴリズムを用い，各装置もしくは各観測地点の異常度を

観測のたびに算出し，高い異常度を示した場合には電子

メール等によるアラートを道路管理者に自動送信するこ

とで，迅速な状況把握を可能とする．道路管理者はその

情報をもとに，道路パトロール担当者へ連絡をおこない，

現地への急行，状況の確認，道路障害物の除去等を求め

ることができる． 
 

 

(2) 定期的な傾向把握 

 第3章2節で述べたように，道路管理者は道路災害の可

能性が考えられる箇所について定期的な点検をおこない，

その危険度の再評価が求められている．人手による点検

の結果も重要であるが，IoTセンサ装置による中長期的な

観測データもあわせて参照することで，監視対象箇所の

より詳細な状況，傾向を把握することが可能となる． 
 定期的に，たとえば1か月や3か月ごとに各種観測デー

タのグラフを含むレポートを作成し，その傾向を目視に

より確認することや，データの分布を統計的に処理しそ

の傾向変化の度合いを定量的に表すことによって，監視

対象箇所・監視対象物の状況に変化がないか，どのよう

な傾向が現れているかを把握することできる． 
 これにより，日々のパトロールにおいて重点的に監視

したり，次年度の危険度評価時に評価を上げる・下げる

等をするための根拠とすることも可能となろう． 
 
(3) 災害への予防的対応 

 大雨や台風などの異常気象時に，土砂崩れや落石など

道路災害発生の可能性がある区間については，道路管理

者があらかじめ定めた基準に達した場合，通行止めなど

の通行規制をおこなうことが求められている．この基準

は，過去の災害事例などを参考に，降雨量，積雪，風速，

震度などによって定められている21) 22)． 
 IoTセンサ装置から送信される観測データも，この通行

規制の判断に活用できる可能性がある．降雨量が通行規

制の基準値を超える前であっても，直近の傾斜角度に変

化が見られる，大きな揺れ指数を観測する頻度が上がっ

ているなどの場合は，通行規制の実施判断につなげるこ

ともできると考える． 
 
(4) 災害発生時の対応検討 

 台風の通過中や通過後，また地震などの災害発生時に

おいては，広い範囲において，また多数の地点において

同時に土砂崩れなどの変状が発生する可能性がある． 
 このような場合，第3章2節で述べたように集中的なパ

トロールを実施することになるが，IoTセンサ装置による

観測データを参照すれば，どの箇所から優先的にパトロ

ールすべきかの判断を支援できる．各装置で観測された

揺れ指数や，第6章2節で述べた異常度の値は現場の状況

を完全に説明できるものではないが，緊急時における迅

速な判断の一助になると考える． 
 
 
８．おわりに 
 

 本研究では，IoTセンサ装置を用いて道路沿線斜面等を

監視する仕組みの構築と，それに基づく道路管理体制の

強化を目的として，実際に相模原市の各所に装置を設置

し，その観測データについて分析をおこなった．また現

地調査によって実際に発生した変状を確認し，観測デー

タと比較することを通して，データには分析・解釈の価

値があること，すなわち現地の状況を推測するにあたり，

管理上十分な頻度や精度を持っていることを示すことが

できた．これは道路防災を考える上で，画期的な取り組

みであると考える．その一方で，市の道路防災管理業務

やパトロール業務に対しての貢献という面では，今後も

継続的な研究が求められよう． 
 第5章で示したように，本研究では実験的な取り組みと

して，多様な箇所に装置を設置し，観測データを収集・

分析している．道路斜面の監視という観点からみると，
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ここで得られた手法や知見は汎用性が高い．道路防災管

理体制の強化，およびそれを取り巻く環境はすべての道

路管理者にとって共通の課題であり，本研究で提案する

分析・監視の仕組みは，広く他の地方自治体にとっても

適用可能であると考える．本研究では道路沿線斜面を主

な対象としたが，今後は住宅地周辺の盛土や背面地山な

ど，道路以外での防災管理にも活用が可能であることを，

具体的な事例を通して示していきたい． 
 
 
補 注 
 
(1) 点検要領において，危険度評価（安定度調査）における

「対応方針」は，「対策が必要と判断される」「防災カル

テを作成し対応する」「特に新たな対応を必要としない」

のいずれかに区分される． 
(2) 道路防災カルテの作成方法，およびカルテを用いた点検方

法の詳細は，「防災カルテ作成・運用要領」23)によって定

められている． 
(3) 平成28年度の道路防災総点検は，予算の制約もあり簡略的

に実施された．市内全域を対象とした机上調査はおこなわ

ず，過去の調査結果を用いて点検箇所の見直しをおこなっ

た． 
(4) この「危険度ランク」が，「点検要領」での「対応方針」

に相当する． 
(5) 時計は内蔵されていないが，測定値を送信した際に，それ

を受信したサーバ側でタイムスタンプが記録されるため，

その時刻を観測時刻として扱う．データ送信によるタイム

ラグは無視できる程度に短い． 
(6) 1Gは重力加速度（9.8m/s2）にあたる． 
(7) 装置が揺れていなくとも，傾斜によって装置には常に加速

度がかかっている． 
(8) 実際に設置されているセンサは1時間に1回のデータ送信だ

が，実験は1分間に1回データを送信する実験用センサを併

設しておこなった． 
(9) 防護柵，落石防護ネットどちらの実験においても，IoTセン

サ装置に鉄球や石を直接当てることはしていない．鉄球・

石を防護柵に当てる，鉄球・石を落とすことで落石防護ネ

ットを揺らす，ことによって揺れ指数の測定値を確認して

いる． 
(10) 道路防災カルテ上は1箇所であっても，斜面に打ち込んだ

単管杭と，落石防護ネットのそれぞれに設置するなど，1
箇所に複数台のセンサ装置を設置することがある． 

(11) 気象庁の「過去の気象データ・ダウンロード」より，IoTセ
ンサ装置設置箇所に近い観測点の降水量データ（時別）を

入手し，分析に用いた． 
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年台風 号の高潮・高波による

横浜市金沢区福浦・幸浦地区の浸水分布と企業被害の実態
 

Inundation Distrtibution and Damages to Industries in Fukuura and Sachiura Area in 
Kanazawa District, Yokohama City caused by the 2019 Typhoon No. 15 Storm Surge 
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   Typhoon No. 15 in September 2019 caused significant storm surge damages to the Fukuura and Sachiura areas in 
Yokohama City, Kanagawa Prefecture. Based on the results of a questionnaire survey and a field survey, this study 
clarified a distribution of inundation depths on land and evaluated relationship between the inundation depths and 
damages to industries. As a result, we found that the storm surge inundation occurred widely in the coastal areas more 
than assumed in a hazard map, and that manufacturing industries that handle materials vulnerable to water, such as 
paper and pulp, were more likely to suspend operations even at relatively shallow inundation depths. Additionally, the 
number of days businesses were suspend due to storm surge tended to be longer than other water-related disasters. 

 
Keywords: 2019 Typhoon Faxai, storm surge, inundation distribution, industry characteristics  
 

 
１．序論
 

近年，日本の各地で台風等による高潮被害が相次いで

おり，中でも，2019年9月に発生した令和元年房総半島台

風（台風15号，英名FAXAI）は首都圏に多大な被害をも

たらした台風の1つである．台風15号は，9月5日15時に南

鳥島近海で発生，北西に進み，8日21時頃には約955hPaと
いう非常に強い勢力まで発達した．9日3時頃に非常に強

い勢力のまま三浦半島を通過し，東京湾中央部を北東に

進み，9日5時前に強い勢力で千葉市付近に上陸した．上

陸時の中心気圧は約960hPa，10日15時に日本の東の海上

で温帯低気圧に変わった．この台風は，中心付近の等圧

線が非常に密集しており気圧傾度が大きく，神奈川県三

浦市で最大瞬間風速41.7m/s，千葉県千葉市で最大瞬間風

速57.5m/sを観測するなど，各地で記録的な暴風が吹き荒

れると共に，沿岸部では高波や高潮の被害が発生し，首

都圏に大きな影響を与えた1)．特に，神奈川県沿岸部で

は，各所で埋立地の浸水，道路橋の破損，コンテナ散乱，

パラペット破損等の被害が発生した2), 3)． 
神奈川県横浜市金沢区の福浦・幸浦地区（図１参照）

の金沢産業団地では，台風接近による高潮や強風，及び

潮位が満潮に近かったこともあり，4mを超える高波が発

生し，護岸の破損や陸地への海水流入により数百社を超

える企業に被害が発生した．この台風は千葉県を直撃し

たため，千葉県の被害が大きく報道されていた一方，横

浜市福浦・幸浦地区沿岸部の企業の被害は大きく取り上

げられず，被害の全体像が認知されていない． 
本研究では，横浜市福浦・幸浦地区の金沢産業団地の

企業の被害や復旧の状況等の被害実態を問うアンケート

を行い，浸水深と企業の操業停止確率や操業停止期間を，

業種特性の面から分析することを目的とした．ハザード

である浸水深の一部は，被災された企業での現地調査を

行い，正確な浸水深を測量した．  
 

 
図１ 神奈川県横浜市福浦・幸浦地区の調査対象地域

調査対象地域
神奈川県
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なお，調査対象地域である横浜市沿岸部の福浦・幸浦地

区は，1968年から始まった都市再開発のための横浜市の

埋立事業により埋め立てられた土地であり，企業誘致に

より金沢産業団地が形成され，現在では，1,300社を超え

る企業が集積している4)．図２に調査対象地域である福

浦・幸浦地区の標高を示す．標高は国土地理院の基盤地

図情報数値標高モデル（5mメッシュ）を用いて作成した．

福浦・幸浦地区は，横浜市南部の国道357号線の東側，東

京湾に面した沿岸部の地域で，長浜水路を挟んで北側が

幸浦地区，南側が福浦地区である．埋立地であるため，

標高は2~4m前後と低く，高潮や高波，津波などの沿岸災

害に対して脆弱な土地であると言える．おおよそ，福浦

地区の標高は4m前後，幸浦地区の標高は2m前後であり，

福浦地区から幸浦地区に掛けて標高が低くなる傾向であ

る．また，幸浦地区では，沿岸部よりも国道357号線近く

の内陸側の方が地盤が低くなっている特徴がある． 
 
 
．企業被害に関するアンケート調査の概要

 
本研究で実施したアンケート調査の概要は表１の通り

である．金沢産業団地に立地する企業 568 社を対象に，

台風 15 号上陸の日から約 1 年 2 カ月後の 2020 年 11 月 5
日を配布日とし，約 1 カ月後の 11 月末までを回収期間と

して，郵送にて質問用紙を配付した． 
設問内容は主に，①企業情報に関する設問（業種や事

業分野，資本金，従業員数），②浸水状況に関する設問

（屋外浸水深，屋内浸水深等），③被害額を推計するた

めの設問，④被災前・被災後の被害軽減対策に関する設

問，⑤復旧過程に関する設問（操業再開までの日数，操

業水準等）から構成されている．本研究では，浸水状況

による操業停止の有無，及び復旧期間などの特性を業種

ごとに整理するため，①，②，⑤の結果を報告する．③

は各社で被害額の記載基準が統一されておらず，また，

④は操業停止確率や復旧過程に何らかの影響がある可能

性があるが，回答の有無にばらつきがあったこと，また，

箇条書きによる定性的な回答であったことから，回帰モ

デルを主とした今回の報告には含めないこととした． 
具体的にはまず，横浜金沢産業連絡協議会の立地企業

情報（http://www.sanrenkyo.jp/_0030）を基に，対象地域

の企業568件を抽出し，質問用紙を郵送配布した．結果

205件の回答を回収（回収率36%）した．図３に各業種の

回答数を示す．業種分類は法人企業統計調査用の業種分

類表を参考に設定し集計した．回収205件のうち，製造業

106件，非製造業99件であった．製造業の内訳は，食料品

17件，金属製品16件，電気機械12件，鉄鋼7件，一般機械

7件，輸送機械7件，化学製品6件，木材・木製品5件，精

密機械5件，木材・木製品3件，非鉄金属3件，繊維製品2
件，窯業・土石製品1件，石炭・石油製品1件，その他14
件の計106件であった．その他には印刷業や組合事務所等

が含まれる．非製造業の内訳は，卸売・小売37件，建設

13件，運輸12件，金融・保険2件，医療2件，通信1件，そ

の他32件の計99件であった．その他には廃棄物処理業や

自動車整備業，組合事務所等が含まれる．製造業が幅広

い業種に亘って回答を得られた一方で，非製造業は，卸

売・小売業が多く，次いで建設業，運輸業の順であった． 
以上のアンケート調査では，浸水状況に関する設問と

して，主に消防の現地測量による高潮の浸水深を記入す

る項目を含めたが，そもそも記入が無いものや，中には

記入結果の信頼性が乏しい回答が見受けられた．そこで，

アンケート結果のみから浸水と企業被害の関係を解析す

る前に，実際に被災した企業の現地に赴き，当時の浸水

跡等から高潮の浸水深を測量調査することとした．

図２ 福浦・幸浦地区の標高データ

（出典：国土地理院基盤地図情報数値標高モデル（5mメ

ッシュ）） 
 

表１ アンケート調査の概要
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い業種に亘って回答を得られた一方で，非製造業は，卸

売・小売業が多く，次いで建設業，運輸業の順であった． 
以上のアンケート調査では，浸水状況に関する設問と

して，主に消防の現地測量による高潮の浸水深を記入す

る項目を含めたが，そもそも記入が無いものや，中には

記入結果の信頼性が乏しい回答が見受けられた．そこで，

アンケート結果のみから浸水と企業被害の関係を解析す

る前に，実際に被災した企業の現地に赴き，当時の浸水

跡等から高潮の浸水深を測量調査することとした．

図２ 福浦・幸浦地区の標高データ

（出典：国土地理院基盤地図情報数値標高モデル（5mメ
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．浸水測量調査

 
目的

浸水と企業被害の関係を解析するにあたり，アンケー

ト調査によって得られた結果を用いて分析を行うが，よ

り信頼性の高い詳細な浸水深データを得ることを目的と

して，現地での測量調査を行う．調査協力に好意的で回

収した質問用紙に連絡先が記入されていた企業に直接連

絡を取り，許可の取れた企業で測量を実施した． 
 

測量手法

アンケート調査の結果を基に，被災企業に直接連絡を

取り，2020年 10月～11月，2021年 5月～9月にかけて合

計で 25 社の現地調査を行った．現地調査では，企業の方

にヒアリングを行い，敷地内に実際の浸水跡が確認でき

た場合には，レーザー測量計を用いて周囲の地盤高から

の浸水深を 0.01m 単位で測量した．敷地内の地盤高は，

地盤の嵩上げなどにより標高データとずれが生じている

可能性があるため，測量の基準は周辺の道路上の地点の

地盤高とした． また，建物の改修等によって実際の浸水

跡が確認できなかった場合には，提供された被災直後の

写真や動画を参考に浸水跡を想定し，測量した（写真 1
参照）．浸水跡から基準となる地盤高までの標高差を 5
回測定し，その平均値をその地点の浸水深とした．測量

機器は，トゥルーパルス 200X（Laser Technology 社製）

を使用した．この機器は直線・水平・垂直距離，傾斜角

度，目標物の距離を測ることが可能であり，最大で

1900m 離れた場所を測定でき，精度は目標物の反射によ

るが，4～30cm である． 
 

測量結果

25社での現地調査で得られた浸水深データ 40地点に，

アンケート調査で得られた浸水深データ 130 地点を加え

た合計 170 地点の浸水深の一覧を補注(1)に示す．また，

標高データに浸水深の測量結果を載せたものを図４(a)に
示す．なお，浸水測量は，図４に示す特に浸水深が大き

い領域のみを対象としたため，図 1 に示す調査対象地域

とは領域が異なることを付記しておく．図４(a)の浸水深

の分布を見ると，幸浦 2 丁目，及び，福浦地区の沿岸部

において広く浸水が生じていたことが分かる．福浦地区

の沿岸部では，2.5m を超える浸水深が記録されている場

所もある．福浦・幸浦地区の沿岸部では，高波によって

護岸の上部工が約830mにわたって倒壊していたことが確

認されており（横浜市港湾局調査資料 2)，写真２参照），

護岸倒壊により大量の海水が工業団地の敷地に流入して

いたことが推測される．福浦地区の内陸部では，標高が

比較的高い場所も多く，浸水は限定的であった．幸浦地

区においては，福浦地区よりも内陸側まで浸水範囲が広

がっていることが確認できる．これは主に，幸浦地区の

標高が福浦地区よりも全体的に低く，海水が一度流入す

ると，内陸の方まで浸入し易い地形条件になっているこ

とが原因と考えられる．また，現地でのヒアリングによ

り，長浜水路から海水が遡上し，水路から内陸部へ海水

が流れ込んだという証言を複数得たことから，幸浦地区

の浸水は，沿岸の護岸倒壊による海水流入だけでなく，

長浜水路からの溢水による海水流入が大きく影響してい

ると考えられる．さらに，幸浦地区の高潮遡上の限界に

ついては，今回の調査範囲よりも更に 200m ほど内陸側

（西側）まで浸水が生じていたことがヒアリングにより 

写真１ 左：スタッフによる浸水跡の測量

右：レーザー測量計による測量 
 

 
写真２ 金沢区沿岸部の護岸の倒壊（筆者ら撮影）

 
確認できている．今後，調査地域の浸水分布を，高潮数

値シミュレーションにより再現し，今回の浸水測量デー

タを数値モデルの検証に使うことに加え，面的な浸水分

布をより詳細に把握する予定である． 
 

想定との比較

図４(b)に台風上陸の約半年前の平成 31 年 4 月 1 日に神

奈川県が公表した横浜市金沢区の高潮浸水想定区域図 5)

を示す．原図を今回の測量調査の範囲に切り抜いて図示

している．これを見ると当時，高潮は，福浦・幸浦地区

の沿岸部と一部の道路に沿って，0m～0.3m の浸水が想定

されているのみであり，幸浦 2 丁目の内陸側の地区の浸

水は全く想定されていないことが分かる．図４(a)の調査

した浸水深と比較すると，過小評価の想定であったこと

が理解できる．神奈川県の東京湾沿岸高潮浸水想定検討

会の検討結果 6)の資料によれば，浸水想定で使用された

高潮シミュレーションモデルの空間分解能は最小で 10m
格子であり，前述の長浜水路の幅も同程度の 10m 程度で

ある．通常の差分法による数値計算において，水の流れ

を精緻に表現するためには複数の格子点が必要であり，

数値モデルの空間分解能を考えると，長浜水路への海水

流入や水路からの溢水などの現象を解像できるレベルで

はなく，これが過小評価の想定に繋がった一因であると

考えられる．被災企業へのヒアリングでは，浸水想定区

域図を参考にしていたため，これまで浸水を想定した水

害対策をしてこなかった，という企業が多数であること

が分かっており，このようなリスクが存在することを改

めて知る教訓になったとしている． 
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高潮浸水深と企業の操業停止確率

 
アンケート調査，及び，現地調査から得られた各企業

の敷地内の浸水深と操業停止確率の関係を統計解析によ

り明らかにする．過去の水害での浸水深と事業所等の被

害や操業停止の関係についての研究は複数存在するもの

の（例えば，木村ら(2007)7)，湯山ら(2014)8)等），高潮・

高波による浸水深と企業の操業停止の関係について分析

した事例は存在しない． 
アンケートを回収した 205 件のうち，浸水深について

の回答があった企業 184 件を対象に分析した．現地調査

を実施した企業に関しては，アンケートに記載された値

ではなく，測量調査で得られた信頼性の高い浸水深の情

報を分析に使用した．なお，本章での浸水深の件数は図

１に示す調査対象地域に位置する企業からの回答を使用

するため，図４に示す範囲内のみを対象とした３章の浸

水深データの地点数とは異なることを付記しておく．  
初めに，業種ごとに浸水深の傾向を確認する．図５に，

全業種，製造業，非製造業，製造業の代表例（食料品，

紙・パルプ，化学製品），非製造業の代表例（建設，卸

売・小売，運輸）の浸水深の頻度分布を示す．全業種

184件のうち 110件が浸水深 0.25m未満であり，全体のお 

 
よそ 6 割を占めている．製造業と非製造業で 0.25m 以上

の浸水深の件数を比較すると，非製造業の方が多い．製

造業の食料品，紙・パルプ，化学製品において，1m を超

える浸水深は確認できなかったが，非製造業の建設，卸

売・小売業においては 1.5m を超える浸水深が確認できた． 
被災企業の浸水深と操業停止有無の傾向を把握するた

め，統計解析ソフト R9)を用いて，式[1]によりロジステ

ィック回帰分析を行い，浸水深に対する操業停止の確率

を求めた． 

𝑝𝑝 = 1
1 + exp(−(w0 + w1𝑥𝑥))

[1] 

ここで，𝑝𝑝は操業停止確率，w0，w1は回帰分析により求

められる偏回帰係数，𝑥𝑥は浸水深である．回帰分析によ

り算出された偏回帰係数を表２に，また，図６に業種ご

との操業停止有無の実データ（操業停止有：1.0, 操業停

止無：0.0）と式[1]による回帰結果を示す． 
以降，業種毎に操業停止確率が 100%に漸近したときの値

（99.99%相当値）を用いて議論していく．全業種をまと

めた結果(a)では，操業停止確率が 100％に漸近する浸水

深は約 2.74m となった．これは，(b)製造業，(c) 非製造

業のおおよそ中間の値である．製造業では，操業停止確

率が 100％に漸近する浸水深は約 1.62m となった．製品

図４ 台風 号による高潮浸水深の分布（図２同様に標高も表示）， 神奈川県高潮浸水想定区域図 5) の抜粋

(a) (b)
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製造のための機械設備や原材料，仕掛品等が海水によっ

て水没してしまう為，比較的浅い浸水深でも操業停止に

なり易かったと考えられる．アンケートにおいて，海水
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設・卸売・運輸業など，敷地外で業務を行っており，事

務所が浸水してしまっても操業を続けることができた企

業が多かったためと考えられる． 
各業種を具体的に見ると，製造業の(d)食料品では，操

業停止確率が 100％に漸近する浸水深は約 3.29m となっ

た．図より，比較的高い浸水深でも操業停止していない

企業が 2 件確認できる．これらの企業に共通していた特

徴として，被災前に土嚢の設置などの浸水対策が行われ

ていたことにより，屋内への浸水を一定程度防げていた

ことが挙げられる．(e)紙・パルプでは，操業停止確率が

100％に漸近する浸水深は約 0.21m と全業種の中で最も低
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業種よりも比較的低めの値となった．操業停止したのは 

表２ 回帰分析により算出された偏回帰係数

 
医薬品製造業の企業であり，浸水深は 0.57m で建物内に

も浸水した．この企業では被災後，医薬品製造に適する

清潔な環境に戻すことを最優先し，操業を一時停止した

との記載があり，医薬品製造業特有の状況であった．製

造業のうち一般機械，及び精密機械の企業はすべて内陸

側に位置しており，浸水が殆ど発生しておらず，操業停

止した企業はなかった． 
非製造業の(g)建設では，浸水深が高くても操業停止し

n=184件
数

浸水深(m)

(a)全業種

n=95件
数

浸水深(m)

(b)製造業

n=89件
数

浸水深(m)

(c)非製造業

n=16件
数

浸水深(m)

(d)食料品

n=4件
数

浸水深(m)

(e)紙・パルプ
n=6件

数

浸水深(m)

(f)化学製品

n=12 件
数

浸水深(m)

(i)運輸

n=11件
数

浸水深(m)

(g)建設
n=34

件
数

浸水深(m)

(h)卸売・小売

図５ 代表的な業種ごとの浸水深の頻度分布

全業種， 製造業， 非製造業， 製造業の例（食料品，紙・パルプ，化学製品），

非製造業の例（建設，卸売・小売，運輸）

件数

食料品
木材・木製品
紙・パルプ
化学製品
金属製品
鉄鋼
電気機械
輸送機械
その他

建設
卸売・小売
運輸
医療
その他

業種

製造業

非製造業

全業種
製造業

非製造業
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なかった企業が多く，緩やかな回帰曲線となった．建設

業は敷地外で業務を行うため，事務所が浸水してしまっ

ても操業を続けることができた可能性が考えられる．(h)
卸売・小売では，操業停止確率が 100%となる浸水深は約

2.42mとなった．浸水深が 0.15mで操業停止となっている

企業では，建物自体の被害は殆どなかったが，浸水の影

響で商品を配送するトラックが道路を通行できず，操業

停止につながったとの記載があった．(i)運輸では，操業

停止確率が 100％となる浸水深は約 0.76mであり，他の業

種よりも比較的低めの値となった．電気・電話が使用で

きなくなったため，顧客と連絡が取れず，操業停止とな

った企業や，危険物を取り扱う配送業務であるため，安

全を確保するのに時間がかかった企業がアンケートから

確認できた．以上では，簡易的に浸水深に対する操業停

止確率の関係をロジスティック回帰により分析したが，

当然ながら，企業の操業停止は現地の浸水深にのみ依存

するものではなく，周辺のインフラの状況や各企業の経

営判断にも依存して変わると考えられる．今後，より詳

細に様々な変数と操業停止の関係を考察する． 
なお，各業種の解析結果のうち，AIC = 4.0 となった業

種（木材・木製品，紙・パルプ，化学製品，金属製品，

鉄鋼，電機機械，運輸，医療）では，浸水深に対する操

業停止の有無が完全に分離しており，操業停止確率が 0.5
となる浸水深（𝑥𝑥 = −w0 w1⁄ ）を中心として 0.0 および

1.0 に急峻に接続される式が得られる回帰分析となってい

る．また，木材・木製品は，w1 = 0.00 であり，操業停止

確率が浸水深によらず約 100%となるが，これは，回答さ

れた 3 件が全て操業停止していたことが原因である．

．被災からの時間経過と操業水準の変化 
 
高潮による浸水被害を受けた企業の被災からの経過日数

と操業水準の変化を，業種ごとの特性で把握する．台風

前の平常時の操業水準を 100%，操業が停止した状況の操

業水準を 0%として，被災直後，1 週間経過後（約 7 日 
後），2 週間経過後（約 14 日後），1 か月経過後（約 30
日後），3か月経過後（約90日後），半年経過後（約 180
日後），現状（アンケート回答当時約 1 年後）でどの程

度回復したかをアンケート結果から整理する．具体的に

は，業種ごとに，被災からの経過日数に対する操業水準 
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図６ 代表的な業種ごとのロジスティック回帰分析の結果

全業種， 製造業， 非製造業， 製造業の例（食料品，紙・パルプ，化学製品），

非製造業の例（建設，卸売・小売，運輸）
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図７に業種ごとの経過日数に対する操業水準の変化を
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．まとめ

 
本研究では，2019年に発生した台風 15号により被害を

受けた神奈川県横浜市福浦・幸浦地区の金沢産業団地の

企業に対してアンケート調査，及び現地調査を実施し，

その結果を元に浸水深分布の推定，ロジスティック回帰

分析による浸水深と企業の操業停止確率の関係の評価，

被災からの時間経過と操業水準の変化特性の評価を行っ

た．アンケート調査及び，現地調査により，福浦・幸浦

地区の沿岸部では広く浸水が生じ，企業の操業に甚大な

影響を与えていたことが分かった．企業の浸水深と操業

停止確率の関係の評価では，製造用機械設備・材料など

を抱える製造業は，事務所が浸水してしまっても敷地外

で業務を続けることができる非製造業よりも浅い浸水深

で操業停止になりやすいという結果が得られた．また，

製造業の中でも，紙・パルプなど水に対して脆弱な素材

を扱う業種は，比較的浅い浸水深でも操業停止になりや

すい．被災からの経過日数に対する操業水準の変化の分

析では，今回調査を行った全業種において，被災直後に

操業水準が大きく落ち込み，およそ 1 か月で 90％程度，

1 年でほぼ被災前の水準に回復することが，共通する傾

向としてみられた．また，浸水深と操業停止確率の関係

と同様に，非製造業よりも，浸水の影響を受けやすい製

造業の方が操業水準の回復に時間がかかっていたことが

分かった．浸水深と操業停止日数の関係を，既往研究の

水害（都市型水害・一般水害）の場合と比較し，差異を

確認したところ，今回の高潮による水害の影響期間は比

較的長期に及ぶことが分かった．これは，内水や河川氾

濫による水害が真水による被害であるのに対し，高潮被

害は海水による被害であり，海水に含まれる塩分が原因

で機械設備の錆や電気設備の故障を誘発させたことが一

因であることが示唆された．今後，今回の調査で測量し

た浸水深やその分布は，高潮数値モデルによる浸水深の

計算結果の検証として活用し，水害の種類や業種による

被害の特性を踏まえたより効果的な対策の検討などを行

っていくことが重要であると考えられる． 
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災害ボランティアセンター作業管理データに基づく家屋片付け作業量の推定 
－平成30年7月豪雨岡山県倉敷市真備町の事例－ 
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   With the aim of generating useful information to estimate the amount of house cleanup work and shortages of 
personnel, we used the Mabi disaster volunteer work management data by the Kurashiki City Disaster Volunteer Center 
for the heavy rain disaster in July 2018 to estimate the actual workload in the damaged areas. The amount of work to 
clean up houses per week was determined for the type of work, using the inundation depth classification that can be 
deciphered from the ground elevation, and the characteristics of each district were clarified. As a result, two types of 
workload estimation models were developed: a standard model for normal inundation and a model for the vicinity of a 
levee failure that destroys houses. It was found that houses that were deeply inundated tended to continue indoor work 
for a long period of time in order to resume their lives, while those near the levee failure tended to remove soil and 
transport disaster waste in the early stages after the disaster. By using this workload estimation model, it is possible to 
estimate the total workload by deciphering the depth of flooding and the location of levee failures from aerial 
photographs. As a result, it is possible to estimate the excess or shortage of personnel. 
 
Keywords: Flood,  Disaster volunteer, self-help, House cleanup work, Damage classification 

 
 
１．はじめに 
 
 近年，日本国内では毎年のように甚大被害を伴う広域

災害が各地で発生している．災害後の片づけ作業を多く

の災害ボランティアと被災者が実施しているが，迅速な

復旧復興に向けた課題は多く残されている．菅1)により，

ボランティア元年と呼ばれる1995年1月17日から20年間の
災害ボランティアに関連する社会の変遷がまとめられて

いる．その20年にわたる歴史の中でも示されているよう
に，災害ボランティアセンター（以下：災害VC）および
支援者側の仕組みや運用体制に関する改善の検討は多く

行われてきた．ほかにも本荘ほか2)は総合的な支援力に

ついても検証している．また，災害VCの運営で利用され
るツール開発の試みも田口ほか3)や水井ほか4)5)．田村ほ

か6)などによるGISツールや，関口ほか7)によるニーズマ

ッチングシステムの開発などが行われてきた．しかし，

被災地内で発生している作業量と作業内容を定量的に数

値化し．そこから導かれる経験則を用いて片付け作業量

を推計把握する試みは，これまで明確には行われてこな

かった．なぜなら，災害VCでは活動情報の集約が行われ
たのち，詳細なデータは保管されずに廃棄され利用でき

ないことが多いからである．2015年には広く防災に資す
るボランティア活動の促進に関する検討会により内閣府

における過去の課題の整理が行われており8)，人員不足，

必要な高度作業に対処できる機材および技術的な問題，

組織間の円滑な協働を実現する事前調整など多くの課題

があげられている．その課題の中から本研究では，場所

ごとに災害ボランティアの集まりに差が出ること，被災

地における支援全体を見渡し被災地外からの受け入れな

どの調整機能の脆弱性に関する課題に注目し，前述して

いる災害VC作業管理データから被災地でもっとも一般的
な作業である片付け作業を行う人員の量と作業内容を定

量的に把握することの重要性に着目した．筆者らは，

2011年の東日本大震災以降これまでに各地の災害VC運営
に関わり，情報のデジタル化の取り組みを試みてきた．

被災現地では，地域内での必要な災害ボランティア作業
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の量と分布を俯瞰的に把握しづらく，被災した住民と近

所にて実施される作業の全体量もよくわからないため，

復旧・復興作業のための適切な計画を立案することが難

しいことを実感してきた．そこで，災害ボランティアの

作業管理データ（以下：災害VC作業管理データ）の詳細
な作業量と内容を利用することにより，片付け作業量の

推定を行う手法について検討することとした． 
 

 

２．研究の目的 
 
 本研究は．災害 VC 運営に必要な定量的作業量把握手
法の確立を工学的アプローチにより実現することを目指

すものである．災害対応に必要な共助と自助互助の作業

（以下：家屋片付け作業）の全体量及び不足量の把握を

目的としている．作業内容と作業量を把握できる利用可

能な定量的データとして災害 VC 作業管理データを活用
し，行政が実施した被害判定の区分情報を用いて，家屋

の被害レベルに対する作業量の推計計算を行う（図 1）．
災害ボランティアの作業が住民による作業のうちどの程

度の比率なのかを考慮することにより．必要な作業量の

総量を推定し，災害の規模に対して，地位全体でどの程

度の全体作業量が発生するのか，また，不足量はどの程

度見込まれるのか考察する．なお，発生する災害廃棄物

量を把握する手法 9)は既にあり，その総量から単純に作

業量を推計する事もできるが，実際の家屋片付け作業量

には内装の破損修理や清掃などのように災害ボランティ

アが担当しないような発生災害ゴミ量と相関性が無い作

業がある．本研究では，災害ボランティアの作業と直接

関連する作業量の推計手法として実際の作業管理データ

から推計値を算出できる新しい手法を開発する．発生す

る作業量は．災害の規模や程度に依存するため．被害の

程度に応じた作業量の推定手法が必要となる．このため．

災害ボランティの作業量と被害レベルに関するデータと

の両方を用いることが必要となる．本研究では，災害

VC作業管理データを作成するために必要な資料が残され
ている 2018年 7月豪雨の岡山県倉敷市真備町での水害を
事例として推計を試みる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 研究作業フロー 

３. 倉敷市真備町の概要とモデル地区 
 
(1) 災害の諸元 

真備町は東を高梁川，南を小田川に囲まれた地域であ

り，国道 486 号線が東西に走っている．平地の部分には
田畑が多く広がっているが，国道に沿って家屋が立ち並

び，倉敷市支所や図書館などの公共施設が点在している．

2018 年 7 月豪雨における倉敷市真備町の被害の特徴は岡
山県平成 30年 7月豪雨災害記録誌（令和 2年 3月）10)に

よると以下のようにまとめられる．北日本に停滞してい

た前線が7月5日には西日本まで南下してその後停滞し，
7月 6日から 7日にかけて大雨をもたらした．高梁川と小
田川の水位上昇に伴い，倉敷市真備町において小田川で

2箇所，末政川含む支川で 6箇所の堤防が決壊し，広い範
囲で浸水被害が発生した．浸水面積は約 1,200ha，全壊棟
数 4,646棟，半壊 846棟，一部破損 369棟，床上浸水 116
棟に上った．また，浸水深が5mを超えるところもあった．
図 2は国土地理院による浸水エリアの変遷である 11)． 
 
(2) 真備町の災害ボランティア作業概観 

 図 3 で表示されている赤色と青色のピンは真備町全域
での災害ボランティア作業位置である．なお，表 1 は倉
敷市災害 VC による作業全体のまとめである．依頼され
たボランティア作業のニーズ件数は令和 2年 1月 31日現
在で延べ6,264件となっている．災害ボランティアに関す
る数値データは倉敷市災害 VC の作業管理データに基づ
く．なお，本研究で対象とする片付け作業とは，被災者

家屋を対象とした片付け作業であり公園や道路など公共

設備は含まない．  
 

 

図 2 倉敷市真備町の浸水エリア変遷（国土地理院） 

 

 
図 3 災害ボランティアの作業位置 

 

 

計算式を利用し被災地域全作業量を推計

し妥当性検証 
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必要データの有無と内容調査 

地域特性からモデル地区の設定 

モデル地域の作業グラフ作成 

モデル地区分析結果から計算式考案 
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表 1 災害 VCの活動データ 

期間 運営形態 活動

日数 
ボランテ

ィア人数 

7/11～12/4 毎日実施 119 63,829 

12/5～2/11 水曜日定休 52 6,208 

2/12～3/31 火・水曜日定休 30 3,028 

4/1～7/31 土・日曜日実施 28 2,596 

8/1～1/31 随時実施 (登録制) 48 775 

合計 277 76,436 

 
(3) 真備町におけるモデル地区 

 真備町の全ての被災場所にて実施されている片付け作

業を把握できるデータがあれば理想的である．しかし，

定量的なデータとして把握できるのは，現在のところ災

害VC作業管理データだけである．災害VC作業管理デー
タも膨大なデータ量でありすべてを分析することは大変

である．また，被災地によっては災害 VC 運営者が不足
しているため不完全な把握データであることがある．そ

のため被災地の特徴的な地区をモデル化し，最小単位の

モデルデータを用いて被災地全体を見積もる手法を試み

る．国土地理院が行った浸水エリア判読の GIS データか
ら最大浸水面の標高を 14.0m とし，真備町の地盤高さと
の差分により各家屋の浸水深を推定した．表 2 のように
本研究での浸水深区分 0 から 4 と行政による家屋の被害
判定を対比した．発災直後の 7/11 には現地調査を実施し，
家屋の壁に残された浸水ラインによる浸水深の確認や，

家屋の破壊状況，堆積物の散乱状況の確認を行っている

（写真 1）．写真 2は水が引いた直後の決壊場所である．
堆積しているのはやや大きな粒経 5mmから 2cm程度の砂
礫が多く，家屋内の浸水被害にてよく見られる泥より粒

度が荒い特徴があった．道路上では最大1mの堆積が確認
できた．図 4 から図 6 は，国土地理院の地理院地図電子
国土 Webを利用し作成した真備町の地盤標高である．浸
水被害の特徴より，真備町では決壊場所近隣の破壊を伴

う浸水被害と，その他の浸水被害の 2 つのモデルに区分
けできると考えた．図 4 の白色枠の 2 か所がモデル地区
である．図 5 の川辺地区は浸水被害に見舞われた地区，
図 6 の有井地区は末政川の堤防決壊場所周辺であり，強
い水流が発生し家屋が破壊された特徴があると考えた．  
 

表 2 浸水区分と家屋被害判定 

浸水深区分

（m） 
被害判定 

地盤高

（m） 
備考 

区分 0 

(0～0.5) 
床下浸水 13.5 

最大浸水面

標 高 を

14.0m とす

る 

区分 1 

(～1.0) 
1階床上浸水 13.0 

区分 2 

(～2.0) 
1階天井まで 12.0 

区分 3 

(～3.0) 
2階床上浸水 11.0 

区分 4 

(～4.0) 
2階床上浸水 10.0 

 

 

 
写真 1 浸水深 4.0mの被害状況  2018年 7月 11日撮影 

 

 
写真 2 決壊場所近隣の砂礫堆積  2018年 7月 11日撮影 

 

 

図 4 真備町全域の地盤標高（国土地理院） 

 

 

図 5 川辺地区の地盤標高（国土地理院） 
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図 6 有井地区の地盤標高（国土地理院） 

 
 
４. 研究に用いるデータ 
 
(1) 災害VC作業管理データ 
災害 VC 作業管理データは倉敷市社会福祉協議会（以
下：社協）が運営する災害 VC にて独自に生成されるデ
ータであり，これまで一般公開されておらず研究目的で

は初めての利用となる．災害 VC では被災者からの作業
ニーズを，受付班スタッフが電話受け付けや対面で聞き

取りを行い紙のニーズ受付帳票に記載していく 12)13)．受

付帳票には表 3の情報項目の記載欄があり，繁忙期には 1
日当たり 100 以上のニーズ受付が行われることもある．
災害 VC 運営の視点からすると，ニーズ受付帳票は災害
ボランティア作業が完了した時点で役目を終えて，その

後は不要な資料として扱われることが多く，記載されて

いる情報が何かに再利用されることはまれであり，ある

年月が経つと廃棄されることが多い．倉敷市社協では災

害 VC 閉所後もニーズ受付帳票を保管しており，段ボー
ル箱 30箱以上の量があり総数は 3万枚以上が存在してい
る．筆者は，データが家屋片付け作業に必要な人的リソ

ースの概要を把握するための定量的な情報の 1 つとして
利用できることを現地社協に説明し，研究に利用する承

諾を得たうえで，紙の帳票に記載されている情報内容を

調査し，本研究で必要な項目を割り出した．GIS ツール
を用いデジタルデータ化を行う作業を 2021 年 12 月から
2022 年 1 月にかけて倉敷市社協の事務所で実施した．全
てのニーズ受付帳票をデジタル化することは効率が悪く，

膨大な時間がかかり現実的ではないため，3 章で前述し
ているモデル地区について重点的にデジタルデータ化を

行った．以下の表 3 丸印が本研究で利用する項目である． 
 

(2) モデル地区の災害ボランティア作業データ 

 本研究のために必要とされる川辺地区と有井地区の情

報項目を精査したのち，デジタルデータ化した．災害ボ

ランティア作業の場所は，図 7 の赤色ピンのように分布
している．川辺地区は国道 486 号線沿いの住宅 313 棟，
有井地区は末政川の東側で決壊場所から下流エリア 115
棟について作成した．この数は全壊家屋数4,646棟に対し
て約 1 割となる．図 7 の青色で着色された面は国土地理
院による浸水判読エリアであり，濃い青色の線は川辺地

区と有井地区の国土地理院地盤標高から判読した1mごと
の標高ラインである．  
 

(3) モデル地区データにおける家屋の浸水深 

表 4 は，モデル地区での浸水深区分ごとの対象家屋数
である．3 章(1)で前述しているように，浸水深区分 1 に
相当する行政が定義した床上浸水被害家屋は 116 棟であ
り全体の被害量からすると割合は少ない．同様に今回の

モデル地区で生成したデジタルデータでも浸水深区分 1
の家屋は少ない結果となっている． 
 
(4) 2つの地区での災害ボランティア作業量の比較 

 災害ボランティアの作業の特徴を把握するために，作

業項目を屋内作業，屋内外作業，屋外作業，生活支援，

ごみ運搬，公的作業，その他の 7 つにまとめた表を作成
した（表 5）．数値はのべ人数である． 
 

表 3 災害 VC作業管理データの項目 

情報項目 情報内容 研究で利用 

管理番号 受付番号  

地区名 地区名  

場所 住所 〇 

回数 受付帳票枚数  

報告書 作業報告書枚数  

作業対応日 作業対応日 〇 

作業人数 総作業人数 〇 

性別毎人数 男性と女性の作業人数  

作業内容 清掃．片付け．修理など 〇 

被災状況 浸水深や破壊箇所など  

備考 現地の補足情報  

 

 

図 7 川辺地区と有井地区の作業データ位置図 

 
表 4 川辺と有井地区の浸水深区分ごと対象家屋数 

浸水深区分 川辺（棟） 有井（棟） 合計（棟） 

区分 0 0 0 0 

区分 1 1 0 1 

区分 2 19 2 21 

区分 3 197 69 266 

区分 4 96 44 140 

合計 313 115 428 

写真 1 

決壊場所 

写真２ 
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図 6 有井地区の地盤標高（国土地理院） 
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表5 川辺地区と有井地区の作業を実施した内容 

 
 
 
５. 解析手法 
 
(1) 作業全体量の推計 

アナログとデジタルのデータに関わらず，実際災害ボ

ランティアが活動した，災害種別，被災規模，被災地域

の特徴を踏まえて，災害 VC 作業管理データを用いて実
際の災害ボランティア作業量を算出することができる．

実測値としての災害ボランティアの作業量に，地域住民

が行う自助互助作業の量を加算することにより，その災

害のために実施された片付け作業量が算出できる．この

作業量は，災害の被害データと関連がある．水害であれ

ば床下や床上等の浸水レベル．地震であれば一部破損や

半壊，全壊等のデータである．本研究では，災害 VC 作
業管理データと地域特性（人口と世帯情報），そして被

害データの組み合わせにより災害種別と被害規模，その

地域における作業量の推計計算式の構築を行う．作業全

体の流れは以下である．災害 VC 作業管理データから，
作業項目ごとの作業量を見積もり，さらに，自助互助作

業全体に対するボランティアの作業量の比率などを考慮

して，被害データを利用し被害レベルごとに作業量の全

体量を推定する．災害 VC 作業管理データを用いて被災
現地で実施された作業の量と分布をグラフにより可視化

し，地域ごとに，災害種別，被害規模と比較検討できる

情報を生成する．対象家屋ごとに実施された作業量と内

容についての情報生成作業を行う．国土地理院による浸

水判読データを基準にして地盤標高から算出した家屋の

浸水深区分を用いて，被害区分による作業量と作業内容

についての特徴を考察する．災害ボランティアは平日と

週末にて参加人数が変動する傾向があるため，長期間に

わたる作業量・作業内容の推移を把握するために，作成

したグラフでは月曜日から日曜日までの 1 週間を単位と
した． 

 
(2) データ生成と分析の手順 

下記の 5 つのステップで考察に必要なデータを作成す
る．以下に分析フローを記す（図 8）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 8 分析フロー 

  

地区
川辺
(日・人)

有井
(日・人)

川辺
(日・人)

有井
(日・人)

川辺
(日・人)

有井
(日・人)

川辺
(日・人)

有井
(日・人)

川辺
(日・人)

有井
(日・人)

屋内掃除 0 0 0 0 31 0 232 109 395 20
家具の移動 0 0 0 0 0 0 33 6 4 3
荷物運び出し 0 0 15 0 4 2 95 48 23 29
床下泥出し 0 0 0 0 0 0 110 34 89 30
床板はがし 0 0 1 0 13 6 76 21 67 10
天井板外し 0 0 0 0 0 0 17 30 14 0

屋内外作業 屋内外の片づけ 0 0 21 0 334 5 1944 613 857 173
屋外洗浄 0 0 0 0 0 0 52 48 83 5
土砂撤去 0 0 0 0 5 10 125 122 70 155
側溝の掃除 0 0 0 0 0 0 40 10 31 32
伐採 0 0 0 0 5 0 5 0 1 0
土壁はがし 0 0 4 0 38 0 83 63 170 20
解体作業 0 0 0 0 0 0 34 39 22 0

生活支援 話し相手 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
ごみ運搬 廃棄物搬出 0 0 0 0 15 0 145 195 130 87

消毒 0 0 0 0 0 0 15 0 6 0
物資の調達・運
搬・仕分け

0 0 0 0 1 0 47 8 14 0

避難所の手伝い 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
他 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

公的作業除く合
計

0 0 41 0 445 23 2991 1338 1979 564

公的作業のみ 0 0 0 0 1 0 67 8 20 0
総数 0 0 41 0 446 23 3058 1346 1999 564

屋内作業

屋外作業

公的作業

区分0 区分1 区分2 区分3 区分4

 

被災地全作業量を推計し妥当性検証 

災害 VC作業管理データ選択 

モデル地区の作業項目ごとの量把握 

浸水深区分ごと、決壊場所からの距離

の作業量を把握 

モデル地域の被災地全体での割合 

計算式考案 Step5 

Step4 

Step1 

Step2 

Step3 
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(3) 推計式 

 浸水深区分の建物数とボランティア作業量の関係性か

ら全体量を推計するために，計算式を作成する．浸水し

た地域全体では川辺モデルを利用し，3 章(3)で前述して
いるように堤防決壊場所での推計は有井地区決壊モデル

を用いて別途行うため，その場所の家屋数 556 棟は個別
計算し合算する（図 9）．それぞれ全棟数の 5977 棟に
90.7%と 9.3%を係数として補正する．また全壊が浸水
1.8m以上とされているため，区分 3と 4の浸水深データ
は合算した．災害ボランティアの作業が行われるのは，

自助互助による作業では量的に対処できない部分，およ

び自助互助では質的に対処できない部分であると考えら

れる．なお，質的とは，例えば重機を使う作業や，高所

作業，解体作業，修理作業など高度な技術が必要な作業

である．避難所や役場手伝い作業は家屋片づけ作業では

ないため，別途作業人数を推計する必要があるため，今

回は推定する作業内容から除外する．災害 VC 作業管理
データを利用し，地域で災害ボランティアが対処しなか

った残りの浸水深区分ごとの建物数の割合をかけたもの

を，全てが対処できた場合の希望的災害ボランティア作

業量とした．つまり，希望的災害ボランティア作業量か

ら実測の災害ボランティア作業を引いた人数が不足して

いる災害ボランティア量であると想定した．通常の浸水

被害および堤防決壊場所での計算は以下である．補正係

数として Aを組み込んだ． 
 
 
 Ni ＝ A・Li・Mi ／ Hi  [1] 
 
 
 Si ＝ Ni － Mi   [2] 
 
 
i：浸水深区分 
Ni：各浸水深区分での災害ボランティア必要人数 
Mi：各浸水深区分での実測のべ人数 
Li：行政家屋被害判読の判読棟数（床上浸水，一部破損，
半壊，全壊） 
Hi：災害ボランティアが作業対応した棟数 
Si：不足していると想定できる災害ボランティア人数 
A：被害条件係数（川辺 90.7%，有井 9.3%） 
 
計算式結果に，自助互助の参加人数を加算する必要が

ある．倉敷市社協にてヒアリングを実施し，社協職員が

現地で得た経験から自助互助の人数は 2 名程度であると
推定した．自助互助で作業を行った作業期間として，表

1の災害 VCが毎日運営を終了する 12/4（119日間）とす
る． 
 
 
 Ji ＝2・ Li・D   [3] 
 
 
この自助互助作業人数を加算した合計が被災地の家屋

片付け全体作業量と推定する． 
 

 
Wi ＝ Ni ＋ Ji   [4] 

 
 

W ＝ ∑ 𝑊𝑊𝑊𝑊4
𝑖𝑖=0        [5] 

 
 
Ji：各浸水区分での自助互助の作業人数 
D：作業期間（7/8～3/31：267日間） 
Wi：各浸水区分で必要とされた総作業人数 
W：対象地域全体で必要とされた総作業人数 
 
 
６．災害ボランティア作業の解析結果 
 
(1) 2つの地区での災害ボランティア作業量の比較 

 作業項目を屋内作業，屋内外作業，屋外作業，生活支

援，ごみ運搬，公的作業，その他の 7 つにまとめたグラ
フを作成し，作業累積合計の時系列変化と比較した．一

部のグラフでは縦軸の最大値を調整し視覚的に強調して

いる（図 10）．浸水深区分 0は対象家屋が無いためグラ
フは無い．比較のため川辺地区だけでなく有井地区も浸

水深区分によるグラフ化を行っている．その結果，川辺

地区は 20週目まで屋内屋外まとめて片付け作業が多く，
浸水深が深かった家屋は 21週目以降に屋内作業が急増す
る．比較的静流の状態で浸水しており，破壊された物の

対処ではなく家の中と周辺をこまめに片付ける作業が多

い可能性がある．有井地区は，浸水深区分 1 の地区は作
業が発生していない．浸水深区分 3 と 4 の家屋にて屋外
作業の割合が大きい（屋外のガレキ撤去），ゴミ運搬も

割合が大きい．浸水深区分 4の家屋は最初期（3週目まで）
に屋内作業とゴミ運搬作業が多く発生しており，破壊さ

れ使えなくなった家財を一気に廃棄している可能性があ

る．川辺に比べて屋内作業がそれほど継続されていない

のは，破壊が甚大な為，生活を再開する意識が低いと推

定できる． 
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(3) 推計式 

 浸水深区分の建物数とボランティア作業量の関係性か

ら全体量を推計するために，計算式を作成する．浸水し

た地域全体では川辺モデルを利用し，3 章(3)で前述して
いるように堤防決壊場所での推計は有井地区決壊モデル

を用いて別途行うため，その場所の家屋数 556 棟は個別
計算し合算する（図 9）．それぞれ全棟数の 5977 棟に
90.7%と 9.3%を係数として補正する．また全壊が浸水
1.8m以上とされているため，区分 3と 4の浸水深データ
は合算した．災害ボランティアの作業が行われるのは，

自助互助による作業では量的に対処できない部分，およ

び自助互助では質的に対処できない部分であると考えら

れる．なお，質的とは，例えば重機を使う作業や，高所

作業，解体作業，修理作業など高度な技術が必要な作業

である．避難所や役場手伝い作業は家屋片づけ作業では

ないため，別途作業人数を推計する必要があるため，今

回は推定する作業内容から除外する．災害 VC 作業管理
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被害および堤防決壊場所での計算は以下である．補正係

数として Aを組み込んだ． 
 
 
 Ni ＝ A・Li・Mi ／ Hi  [1] 
 
 
 Si ＝ Ni － Mi   [2] 
 
 
i：浸水深区分 
Ni：各浸水深区分での災害ボランティア必要人数 
Mi：各浸水深区分での実測のべ人数 
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半壊，全壊） 
Hi：災害ボランティアが作業対応した棟数 
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計算式結果に，自助互助の参加人数を加算する必要が

ある．倉敷市社協にてヒアリングを実施し，社協職員が
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推定した．自助互助で作業を行った作業期間として，表

1の災害 VCが毎日運営を終了する 12/4（119日間）とす
る． 
 
 
 Ji ＝2・ Li・D   [3] 
 
 
この自助互助作業人数を加算した合計が被災地の家屋

片付け全体作業量と推定する． 
 

 
Wi ＝ Ni ＋ Ji   [4] 

 
 

W ＝ ∑ 𝑊𝑊𝑊𝑊4
𝑖𝑖=0        [5] 

 
 
Ji：各浸水区分での自助互助の作業人数 
D：作業期間（7/8～3/31：267日間） 
Wi：各浸水区分で必要とされた総作業人数 
W：対象地域全体で必要とされた総作業人数 
 
 
６．災害ボランティア作業の解析結果 
 
(1) 2つの地区での災害ボランティア作業量の比較 
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いる（図 10）．浸水深区分 0は対象家屋が無いためグラ
フは無い．比較のため川辺地区だけでなく有井地区も浸

水深区分によるグラフ化を行っている．その結果，川辺

地区は 20週目まで屋内屋外まとめて片付け作業が多く，
浸水深が深かった家屋は 21週目以降に屋内作業が急増す
る．比較的静流の状態で浸水しており，破壊された物の

対処ではなく家の中と周辺をこまめに片付ける作業が多

い可能性がある．有井地区は，浸水深区分 1 の地区は作
業が発生していない．浸水深区分 3 と 4 の家屋にて屋外
作業の割合が大きい（屋外のガレキ撤去），ゴミ運搬も

割合が大きい．浸水深区分 4の家屋は最初期（3週目まで）
に屋内作業とゴミ運搬作業が多く発生しており，破壊さ

れ使えなくなった家財を一気に廃棄している可能性があ

る．川辺に比べて屋内作業がそれほど継続されていない

のは，破壊が甚大な為，生活を再開する意識が低いと推

定できる． 
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川辺地区 浸水深区分 1     有井地区 浸水深区分 1 

   
 

川辺地区 浸水深区分 2     有井地区 浸水深区分 2 

   
 

川辺地区 浸水深区分 3     有井地区 浸水深区分 3 

   
 

川辺地区 浸水深区分 4     有井地区 浸水深区分 4 

 
図 10 川辺地区と有井地区の作業人数と内容 期間 2018年 7月から 2019年 6月 

 
 
 
(2) 堤防決壊場所付近の被害 

 堤防決壊による被害の特徴が存在する可能性を検証す

るため，有井地区では決壊地点からの距離による作業内

容の比較も実施した．図 11 は末政川の決壊地点から
100mごとの半径 500mまでの位置図と，グラフ①から④
はそれぞれの距離内にある家屋での作業内容と量である．

黄色着色部分は，筆者による国土地理院航空写真を利用

した土砂堆積判読エリアである．距離500mあたりで通常
の浸水被害と区別が不明瞭になる．比較した結果は以下

である． 
・①100～200m，③300～400m，④400～500mは 5～8
週目までが作業の 1次ピーク 
・①100～200mは屋内と屋外が区分けできない被害状
態の家屋が多い 
・200m 以降は屋内と屋外の作業区別がされているニ
ーズが増加する 

・②200～300，③300～400m は屋内作業（青色）が
30～40週目まで継続される 
・③300～400，④400～500mは屋外作業（赤色）が初
期（13週目まで）に多い 
・④400～500mは 6週目以降の作業がほとんど無い，
作業優先順位が決壊場所により近いところと判断さ

れた可能性がある 
前述している図 10の浸水深により区分けしたグラフ結
果とも異なる傾向があり，堤防決壊地点に近い家屋では

屋内と屋外の区別が付けられない作業が多く，遠くなる

と区別される傾向が見られる．有井地区での調査地点は

末政川東側のみであるが，堤防決壊場所での作業内容の

特徴を示しているものと考えられる．あくまでも真備町

での水害に限定したケースではあるが，堤防決壊場所で

の推定モデルとして決壊地点から下流に500mまでの家屋
については通常の浸水被害とは異なる条件が必要と考え

られる． 
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末政川の堤防決壊場所からの距離と土砂堆積エリア判読（黄色） 

   
 

① 堤防決壊場所から 100から 200m   ②堤防決壊場所から 200から 300m 
 

   
 

③堤防決壊場所から 300から 400m   ④堤防決壊場所から 400から 500m 
 
図 11 有井地区の堤防決壊場所からの距離別作業量 期間 2018年 7月～2019年 6月 

 

 
７．作業全体量とボランティア活動の考察 
 
(1) 川辺地区と有井地区の作業量推計 

 計算式を利用し，モデル地区での作業人数推計を行う．

各作業内容に関わった作業人数は前述している表 4 にて
示している．表 6 では，真備町の被災全体棟数と調査地
区作業棟数の割合をまとめた．表 7 は真備町全体の浸水
被害家屋数と，川辺と有井地区の作業内容ごとののべ件

数である．表 8は堤防決壊地点から半径 500m内の家屋判
読数 556 棟と全体数の一覧である．これら数値を利用し
て計算式にて推計した結果を表 9 にまとめた．災害ボラ
ンティア必要人数 N については，川辺と有井地区を個別
に計算し，合算を 2 つの地区合計として表記した．川辺
地区の特徴を使った計算結果では，災害ボランティアは

108,778 人であり，有井地区の特徴を使った計算結果は
8,208人であった．合計 116,986人である．表 1の災害 VC
集計によると，今回グラフ化した 2019年 6月末までの期
間に近い 2019年 7月 31日までの参加ボランティア集係数
が 75,661 人となっており計算結果はより多めに算出され
ている．しかし実際に災害VCが対処した家屋はすべての

被災家屋ではない．表 5の被災家屋 5,977棟すべてを対処
した希望的災害ボランティア人数と考えれば，約 1.5倍の
数値である 116,986人は妥当的な数値であると考えられる．
なお，川辺地区の一部破損と床上浸水の作業対象が 1 件
しかなかったため，区分 1 に関しては推計誤差が大きく
発生している可能性がある． 
 
表6 川辺地区と有井地区の作業を実施した棟数と地

区全体棟数の割合 

浸水深 
区分 

被害 
状況 

被災家屋

全 体

（棟） 

川辺地

区調査

（棟） 

有井地

区調査

（棟） 

調査 
小 計

（棟） 

調査家屋

割 合

（%） 
区分 0 床下

浸水 
情報無し 0 0 0 無し 

区分１ 
 

床上浸

水，一

部破損 

485 1 0 1 0.2 

区分 2 半壊 846 19 2 21 2.5 

区分 3 全壊 4,646 197 69 266 5.7 

区分 4 96 44 140 3.0 

合計  5,977 313 115 428 7.2 
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末政川の堤防決壊場所からの距離と土砂堆積エリア判読（黄色） 

   
 

① 堤防決壊場所から 100から 200m   ②堤防決壊場所から 200から 300m 
 

   
 

③堤防決壊場所から 300から 400m   ④堤防決壊場所から 400から 500m 
 
図 11 有井地区の堤防決壊場所からの距離別作業量 期間 2018年 7月～2019年 6月 
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表7 作業内容ごとののべ件数と家屋数の割合 

 
川辺地区 有井地区 

作業の

べ 数

（棟） 

総 数

（棟） 

割 合

(%) 

作業の

べ 数

（棟） 

総 数

（棟） 

割 合

(%) 

区

分

1  

屋内作業 16 485 3.3 0 485 0 

屋内外作

業 
21 485 4.3 0 485 0 

屋外作業 4 485    0.8 0 485    0 
生活支援 0 485     0 0 485     0 

運搬 0 485 0 0 485 0 

公的作業 0 485     0 0 485     0 

その他 0 485     0 0 485     0 

小計 41   0   

区

分

2  

屋内作業 48 846     5.7 8 846     0.9 

屋内外作

業 
334 846 39.5 5 846 0.6 

屋外作業 48 846 5.7 10 846 1.2 

生活支援 0 846 0 0 846   0 
運搬 15 846 1.8 0 846 0 

公的作業 1 846 0.1 0 846 0 

その他 0 846 0 0 846 0 

小計 446   23   

区

分

3  

屋内作業 563 4646     90.3 248 4646     5.3 

屋内外作

業 
1944 4646 41.8 613 4646 13.2 

屋外作業 339 4646     7.3 282 4646     6.1 

生活支援 0 4646 0 0 4646 0 
運搬 145 4646     3.1 195 4646     4.2 

公的作業 67 4646     1.4 8 4646     0.2 

その他 0 4646     0 0 4646     0 

小計 3058   1346   

区

分

4  

屋内作業 592 4646     12.7 92 4646     2.0 

屋内外作

業 
857 4646 18.4 173 4646 3.7 

屋外作業 377 4646     8.1 212 4646     4.6 

生活支援 13 4646 0.3 0 4646 0 
運搬 130 4646     2.8 87 4646     1.9 

公的作業 20 4646     0.4 0 4646     0 

その他 10 4646     0.2 0 4646     0 

小計 1999   564   

 

(2) 災害ボランティア作業量から推計された真備町の全

体作業量 

 真備町全体の作業量を推計し災害ボランティア人数と

被災人口と比較し妥当性を検証する．表 10 のように，2
つの地区での浸水深区分棟数から作業量 W が推定できた．
この手法を使うことにより，対象とする被災地を浸水と

堤防決壊の特徴に区分けすれば，水害における家屋片付

け作業のための人数を推計することが可能となる．推定

作業量は 1,539,512人．作業期間としている 119日間で割
ると，1 日あたり 12,937 人である．倉敷市 14)によると，

平成 30年 6月末時点での真備町の総人口が約 20,000人，
約 9,000世帯であり，1日当たり約 13,000人が家屋片付け
作業を実施しているという数値はやや多く推計された可

能性はある．しかし，町のほぼ全域が浸水したことを考

慮するとありえない数値ではない．また，表 6 に記述し
ているが，今回調査対象とした川辺と有井地区で行われ

た災害ボランティアの対象家屋は，真備町全体の被災家

屋数のうち 7%程度である.しかし内訳では，区分 3+4の全
壊は 8.7%と高いが，区分 2 よりも被害が軽い半壊や一部
破損では 2.5%以下と低くなる傾向がある．災害ボランテ
ィアは自助互助による作業量がより多く大変な被災世帯

に対して支援作業が行われている傾向があることがわか

った． 
 

表8 真備町の浸水家屋数内訳 

 被 災 家 屋

（棟） 
決壊場所家屋判

読数（棟） 
通常浸水家屋

（棟） 

棟数 5,977 556 5,421 
 

表9 浸水深ごとの推計値（人・日） 

 区分1
（人・日） 

区分2
（人・日） 

区分3＋4
（人・日） 

合計

（人・日） 

川辺地区で

の災害ボラ

ンティア必

要人数  

18,036 18,012 72,730 108,778 

有井地区で

の災害ボラ

ンティア必

要人数 

0 905 7,303 8,208 

災害ボラン

ティア必要

人数の合算  
18,036 18,917 80,033 116,986 

２地区での

自助互助の

作業人数 の
合計 

115,430 201,348 1,105,748 1,422,526 

２地区で必

要とされた

総作業人数 
133,466 220,265 1,185,781 1,539,512 

 
表10 浸水深から推定とされた総作業人数Wと実測数 

 
区分1 区分2 区分3+4 

建物数

（棟） 
実

測 1 19 293 

推

計 485 846 4,646 

作業

量W
（人） 

実

測 41 4467 5,057 

推

計 133,466 220,265 1,185,781 
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８．まとめと課題 
 
 本研究では，被害程度に対応した共助と自助互助作業

量の全体量を見積ることを目的としている．定量化され

たデータが存在している災害VC作業管理データをサンプ
ルデータとして利用することにより，作業項目ごとの作

業量を見積もり，さらに，自助互助作業全体に対する災

害ボランティアの作業の比率などを考慮して，被害レベ

ルごとに作業量の希望的な全体量を推定した．この手法

から導き出された結果を用いることにより，航空写真か

ら判読される浸水区分と行政の被害区分から，作業量の

全体を推定可能になる．以下に，作業量の推計から判明

したことを 2つにまとめる． 
 
(1) ボランティアにより回復が加速された不足量 
川辺と有井地区の調査対象地域に限定された特性では

あるが，真備町全体の 7%の全壊家屋棟数について災害ボ
ランティアが対処している．ほかの地区でも同程度の対

処がされていたと仮定すると真備町の世帯数の約半分に

相当する区分 3+4の全壊家屋 4,646棟の片づけ作業の 7%
を外部からの支援者である災害ボランティアが肩代わり

することができたと考えられる．しかし，逆に考えると

93%以上を被災者が自力で対処したことになる．その結
果，就労や学校活動への復帰が長期にわたり不可能な状

態となり，地域の社会・経済活動としてマイナスである．

災害ボランティアの人数を増やす対策と，同時に別の仕

組みによる作業量補完の対策を平常時から準備しておく

ことが必要である．  
 

(2) 回復できなかった本質的な理由と影響 
回復できなかった本質的な理由として，元の姿への回

復を断念し，被災地域での生活をあきらめ他の地域に引

っ越す判断をした住民の判断がある．水害発生から 4 年
が経過する現在（令和 4年 5月）も，現地では家屋再建を
待つ更地が存在している．倉敷市 14)によると真備町は平

成 30年 6月末の人口 22,797人が令和 2年 3月末に 20,636
人へと減少している．回復できなかった世帯は，復興後

の真備町に対して中長期的な影響を及ぼす可能性がある．

回復できずに世帯が減少していくと，次の災害に対抗す

る力も小さくなり，地域の防災力が弱体化される負のス

パイラルに陥る可能性がある．  
 

(3) 課題 
計算手法の課題としては，災害ボランティアの作業量

から推計できる家屋片付け作業量としては，一定の推計

計算案を構築できた．しかし，災害ボランティアが対象

としていない被災家屋もあり，災害VC作業管理データか
らは見積もれない自助互助の作業量を計ることはまだ難

しく，計算の精度をあげる補正の仕組みが必要である．

また，堤防決壊場所は有井地区が一番甚大被害であるが，

ほかにも小規模なものが存在しておりそれら追加補正も

必要である． 本研究では，真備町における水害の作業量
を算出するが，今後は別の水害や，地震災害でも同様に

作業量の算出事例を行う予定である．過去の災害におけ

る実測の片付け作業量を算出する事例を増やすことによ

り，本研究でも試行した推計計算式そのものの高度化や，

補正係数の有無等による修正を行い，ある地域で将来発

生するかもしれない，ある災害種別における共助と自助

互助の片付け作業の総量を推計することができることを

期待している． 
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成 30年 6月末の人口 22,797人が令和 2年 3月末に 20,636
人へと減少している．回復できなかった世帯は，復興後

の真備町に対して中長期的な影響を及ぼす可能性がある．

回復できずに世帯が減少していくと，次の災害に対抗す

る力も小さくなり，地域の防災力が弱体化される負のス

パイラルに陥る可能性がある．  
 

(3) 課題 
計算手法の課題としては，災害ボランティアの作業量

から推計できる家屋片付け作業量としては，一定の推計

計算案を構築できた．しかし，災害ボランティアが対象

としていない被災家屋もあり，災害VC作業管理データか
らは見積もれない自助互助の作業量を計ることはまだ難

しく，計算の精度をあげる補正の仕組みが必要である．

また，堤防決壊場所は有井地区が一番甚大被害であるが，

ほかにも小規模なものが存在しておりそれら追加補正も

必要である． 本研究では，真備町における水害の作業量
を算出するが，今後は別の水害や，地震災害でも同様に

作業量の算出事例を行う予定である．過去の災害におけ

る実測の片付け作業量を算出する事例を増やすことによ

り，本研究でも試行した推計計算式そのものの高度化や，

補正係数の有無等による修正を行い，ある地域で将来発

生するかもしれない，ある災害種別における共助と自助

互助の片付け作業の総量を推計することができることを

期待している． 
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津波災害時における車渋滞の抑制を目的とする基礎的研究： 
2021年3月20日宮城県沖地震における宮城県石巻市の住民に見られた 

避難行動の分析を通して 
 

Basic Research Aimed at Controlling Traffic Congestion during a Tsunami Disaster
Based on the Evacuation Behavior Seen of the Residents of Ishinomaki Miyagi 

Prefecture during the March 20, 2021 Miyagi Earthquake 
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   In this study, we conducted a questionnaire survey and analysis of the tsunami evacuation behavior associated with 
the Miyagi earthquake that occurred on March 20, 2021 in Ishinomaki City, Miyagi Prefecture. The results are 
summarized as follows ; 1)51.3% of evacuees by a car are "people who can convert to evacuation on foot" assuming 
the 2021 Miyagi earthquake. 2) It is suggested that while promoting evacuation on foot saves many lives, it may be 
increase that the amount of property damage of automobiles. 3) Measures to promote walking evacuation include 
reviewing evacuation drill methods and contents, building relationships that praise walking evacuation within the 
community of residents, and promoting community development that does not require the use of cars in everyday life. 
 
Keywords: tsunami evacuation, car evacuees, promoting evacuation on foot, traffic jam, damage amount, decision 

making  
 
 
１．はじめに  

2011年の東日本大震災において，宮城県，岩手県，福

島県の沿岸市町村に住む11,400人を対象に内閣府が行っ

た質問紙調査では，車避難を行った人は全体の57％であ

った1）．東日本大震災では，海に近い保育所の職員が車

で園児を搬送することで全員が助かった事例がある2）．

その一方で，津波避難に車を利用した住民が多くいたこ

とが原因となって各地で渋滞が発生し，避難の遅延や緊

急車両の遅延により被害が拡大した3）．これを受けて宮

城県は，津波避難時は「徒歩による避難を原則とする．

自動車で避難しない．」を徹底するとしている4）． 
現在，車による避難や徒歩避難に関する既往研究には

次のようなものがある．歩行者と車を考慮したマルチエ

ージェントシミュレーションによって，将来起こりうる

避難者の行動を予測することで適切な対策や立案を可能

にしている5）6）ものや，徒歩と車2つの避難手段を考慮し

た最適避難計画モデルを構築し，実際のネットワークに

適用することで渋滞抑制のための最適な避難計画案，整

備案を提案している7）8）9）ものなどが存在する．さらに，

佐藤ら10）は，平野部で高台等の適切な避難場所が沿岸部

にない宮城県亘理町において，徒歩と車を組み合わせた

津波避難計画を立案し，実践している．以上で挙げたよ

うに，様々な視点から適切な避難方法の促進することに

よって災害時の渋滞を緩和しようと研究がされている． 
宮城県石巻市では，2011年東日本大震災において，過

半数の住民が車避難をし，渋滞に巻き込まれたことで車

ごと流されたケースが存在したことが明らかになってい

る11）．同市では，東日本大震災において車による避難の

移動距離が1,000m以下だった避難者が全体の40%であっ

たことに加え，車避難者のうち38%が渋滞に遭遇したこ

とから，津波避難時は徒歩避難を原則とすることが求め

られている12）．2012年三陸沖地震発生時には，車避難者

の増大によって道路混雑が発生したために，平常時と比

較して避難者の移動速度が低下していたことが，石巻市

内で実施されたシミュレーションによって明らかにされ

ている13）．2016年11月22日に発生した福島県沖の地震津

波（以下，2016年福島県沖地震）の際には，東日本大震

災発生以来，はじめて数mを超える津波が観測された．

このときにも石巻市内で深刻な渋滞が発生した14）．2021
年3月20日土曜日の18:09には，宮城県沖を震源とする

M6.9，最大震度5強を観測する地震（以下，2021年宮城
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県沖地震）が発生し，その直後，津波注意報が発表され

た．当時の石巻市でも，内陸に向かう車で渋滞が発生し

ていた15）．依然として東日本大震災の教訓は活かされて

いない． 
そこで本研究では， 1）車で避難した人は本当に車を

使わければならなかったのか 2）徒歩避難を促進した場

合，どれだけ命が守られて，どれだけ車の被害が出るの

か 3）車避難をする人にはどのような特徴があるのかを

明らかにすることを目指す．  
1）車で避難した人は本当に車を使わければならなかっ

たのか：津波避難で車を使用する理由としては，2016年
の福島県沖地震における石巻市住民を例にとれば，「安

全な場所まで遠く，車でないと間に合わないから

（44.9％）」が最も多い14）．しかし，東日本大震災を受

けての復興まちづくりにおいて，高台や避難階段の整備

等が進んでいることから，徒歩での避難でも間に合う住

民が少なからず存在していることが想像される．また，

津波避難で車を使用する理由には，「車が大切な財産だ

から（43.4％）」「カーラジオ・テレビから情報を得る

ため（39.8％）」14）と，「移動手段としての車」が車避

難を選択した理由でないこともあることから，津波到達

までに避難所に「間に合う・間に合わない」ことが車避

難の選択に影響しない住民も存在すると考えられる．本

研究では，実際に車で避難した人のうち，実は徒歩でも

津波到達前に避難所へ移動が間に合う人の存在とその量

を把握することで，渋滞抑制・緩和の可能性を検討する． 
2）徒歩避難を促進した場合，どれだけ命が守られて，

どれだけ車の被害が出るのか：車避難に対する懸念の一

つは，前述のとおり，渋滞発生によって避難行動が遅れ

たり停滞したりすることで，津波に暴露する可能性，言

い換えれば避難者が死亡・負傷する可能性が生じること

である．車避難を行う住民が減ることで，渋滞が抑制さ

れた結果，渋滞による津波暴露の可能性も低くなり，死

亡リスクが減少する可能性がある．一方で，前述したよ

うに，車避難を選択する理由には「車が大切な財産であ

る」ことが挙げられ，避難に車を使用しないと，自宅等

に駐車したままの車が津波で被災し，財産や移動手段と

しての車を失ってしまう可能性が生じる．このように，

人の津波被災生命リスクと車の喪失リスクのトレードオ

フの関係を，被災人数と車の被害額を試算し，その数量

的な実態を把握することで，渋滞緩和による影響を評価

する． 
3）車避難をする人にはどのような特徴があるのか：自

宅にいる家族（高齢家族，子ども等）が心配で迎えに行

くことや，遠くへ移動することなども避難に車を選択し

た理由として挙げられること16）や，世帯内に子供がいる

と自家用車で避難する傾向にあること17）が明らかになっ

ている．以上のような選択理由に関する単純な分析や，

個人属性に対する車避難の選択傾向に関する研究は存在

するが，車を選択する際の詳細な心理的過程は明らかに

なっていない．移動手段選択に影響を与える要因分析と

して，Chen et al.18)が，意思決定の過程は2段階であるこ

とや，車避難が有効であると認識することが車避難選択

に影響することを明らかにした．個人の性格や災害に対

するリテラシーは，Chen et al.18)の研究では考慮されてい

ない要因であるが，車避難を選択することに影響を与え

る可能性がある．それらの要因をふまえ，これまでに明

らかになっている意思決定に関する理論モデルを応用・

適用し，2021年宮城県沖地震の際の石巻市民の避難・車

選択の意思決定プロセスを探索的に明らかにすることを

目的とする． 

以上のように，1）で車避難から徒歩避難に変えたとし

ても間に合う人の存在とその量を把握し，渋滞緩和の可

能性を検討し，2）でその人々が徒歩避難にした場合とし

なかった場合の影響を被害額の側面から評価し，3）で車

避難者の特徴を明らかにした上で，車避難の低減に向け

た考察を行うことを本論の目的とする． 

２．研究方法 
 

調査手法

2021 年 3 月 20 日土曜日の 18:09 に発生した，宮城県沖

を震源とする M6.9，最大震度 5強の 2021年宮城県沖地震

における石巻市民を対象に調査を行った．前述したよう

に，石巻市は東日本大震災以降，津波避難の際に車避難

者による渋滞が発生している地域であるため，調査対象

地域として選定した． 
石巻市本庁区域内かつ 2011 年 3 月 11 日に発生した東

日本大震災の津波浸水が 1m 以上あった地域において，

2022 年 3 月現在居住する世帯のうち，無作為抽出された

2,500 世帯に対して調査票を 2022 年 3 月 15，16 日に配布

した．佐藤ら 14）による 2016 年福島県沖地震での調査と

同様の調査地域とした．設問内容は，佐藤ら 14）を参考に，

津波注意報（18:11）の認知の有無や対象イベントでの津

波避難の有無，個人属性，避難開始時刻，近年の避難訓

練の参加の有無，2011年東日本大震災と 2016年福島県沖

地震での避難の有無を設定し，加えて津波に関する保険

（特約）への加入の有無，環境的手がかり，社会的手が

かり，情報源，警報のメッセージ内容，情報チャンネル，

リスク認知，車避難の対処評価，ステークホルダーの認

知，状況による促進・阻害，防災リテラシー，避難リテ

ラシー，リスク追求バイアス，浸水域認知，性格，それ

ぞれに関する項目を追加加筆したものとした（後述）．

郵送によって調査票を回収し，426 票（有効回収率 17.0%）

を得た．回収率が低くなったのは，設問数が多く，回答

者の負担となったことと，配布直後の 2022 年 3 月 16 日

に福島県沖で M7.4，最大震度 6 強の地震が発生したこと

が原因と考えられる．回答者のうち，男性が 50.5%，女

性が 48.6%，無回答が 0.9%であった．年代別の内訳は，

20 代が 1.7%，30 代が 4.0%，40 代が 9.2%，50 代が 16.2%，

60 代が 24.9%，70 代が 31.2%，80 代以上が 12.2%，無回

答が 0.7%であった．回答者のうち年齢が 60 代以上の人

の割合は 68.3%であり，石巻市全体の 60 代以上の人の割

合は 48%（国勢調査）であるため，やや高齢者が多い回

収結果となった．なお，回答者の 76.5%が石巻市出身で

あった．回答者の平均自動車保有台数は 1.55 台であり，

所有していない人は，全体の 12.7%であった．2017 年度

以降に避難訓練に参加したことがある人は全体の 28.2%
であった． 
 

分析手法

1章で挙げた 3つの問いのそれぞれに対する分析手法を

述べる． 
）車で避難した人は本当に車を使わければならなかった

のか

津波災害の際には，地震や津波予測などの情報を受け

取った後，即時に避難開始することが適切な対応である

とされている 19）．よって，対象イベントで車避難を行っ

た回答者のうち，地震発生直後に避難を開始すれば津波

到達時刻までに避難所に到達できた回答者を，車を使う
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県沖地震）が発生し，その直後，津波注意報が発表され

た．当時の石巻市でも，内陸に向かう車で渋滞が発生し

ていた15）．依然として東日本大震災の教訓は活かされて

いない． 
そこで本研究では， 1）車で避難した人は本当に車を

使わければならなかったのか 2）徒歩避難を促進した場

合，どれだけ命が守られて，どれだけ車の被害が出るの

か 3）車避難をする人にはどのような特徴があるのかを

明らかにすることを目指す．  
1）車で避難した人は本当に車を使わければならなかっ

たのか：津波避難で車を使用する理由としては，2016年
の福島県沖地震における石巻市住民を例にとれば，「安

全な場所まで遠く，車でないと間に合わないから

（44.9％）」が最も多い14）．しかし，東日本大震災を受

けての復興まちづくりにおいて，高台や避難階段の整備

等が進んでいることから，徒歩での避難でも間に合う住

民が少なからず存在していることが想像される．また，

津波避難で車を使用する理由には，「車が大切な財産だ

から（43.4％）」「カーラジオ・テレビから情報を得る

ため（39.8％）」14）と，「移動手段としての車」が車避

難を選択した理由でないこともあることから，津波到達

までに避難所に「間に合う・間に合わない」ことが車避

難の選択に影響しない住民も存在すると考えられる．本

研究では，実際に車で避難した人のうち，実は徒歩でも

津波到達前に避難所へ移動が間に合う人の存在とその量

を把握することで，渋滞抑制・緩和の可能性を検討する． 
2）徒歩避難を促進した場合，どれだけ命が守られて，

どれだけ車の被害が出るのか：車避難に対する懸念の一

つは，前述のとおり，渋滞発生によって避難行動が遅れ

たり停滞したりすることで，津波に暴露する可能性，言

い換えれば避難者が死亡・負傷する可能性が生じること

である．車避難を行う住民が減ることで，渋滞が抑制さ

れた結果，渋滞による津波暴露の可能性も低くなり，死

亡リスクが減少する可能性がある．一方で，前述したよ

うに，車避難を選択する理由には「車が大切な財産であ

る」ことが挙げられ，避難に車を使用しないと，自宅等

に駐車したままの車が津波で被災し，財産や移動手段と

しての車を失ってしまう可能性が生じる．このように，

人の津波被災生命リスクと車の喪失リスクのトレードオ

フの関係を，被災人数と車の被害額を試算し，その数量

的な実態を把握することで，渋滞緩和による影響を評価

する． 
3）車避難をする人にはどのような特徴があるのか：自

宅にいる家族（高齢家族，子ども等）が心配で迎えに行

くことや，遠くへ移動することなども避難に車を選択し

た理由として挙げられること16）や，世帯内に子供がいる

と自家用車で避難する傾向にあること17）が明らかになっ

ている．以上のような選択理由に関する単純な分析や，

個人属性に対する車避難の選択傾向に関する研究は存在

するが，車を選択する際の詳細な心理的過程は明らかに

なっていない．移動手段選択に影響を与える要因分析と

して，Chen et al.18)が，意思決定の過程は2段階であるこ

とや，車避難が有効であると認識することが車避難選択

に影響することを明らかにした．個人の性格や災害に対

するリテラシーは，Chen et al.18)の研究では考慮されてい

ない要因であるが，車避難を選択することに影響を与え

る可能性がある．それらの要因をふまえ，これまでに明

らかになっている意思決定に関する理論モデルを応用・

適用し，2021年宮城県沖地震の際の石巻市民の避難・車

選択の意思決定プロセスを探索的に明らかにすることを

目的とする． 

以上のように，1）で車避難から徒歩避難に変えたとし

ても間に合う人の存在とその量を把握し，渋滞緩和の可

能性を検討し，2）でその人々が徒歩避難にした場合とし

なかった場合の影響を被害額の側面から評価し，3）で車

避難者の特徴を明らかにした上で，車避難の低減に向け

た考察を行うことを本論の目的とする． 

２．研究方法 
 

調査手法

2021 年 3 月 20 日土曜日の 18:09 に発生した，宮城県沖

を震源とする M6.9，最大震度 5強の 2021年宮城県沖地震

における石巻市民を対象に調査を行った．前述したよう

に，石巻市は東日本大震災以降，津波避難の際に車避難

者による渋滞が発生している地域であるため，調査対象

地域として選定した． 
石巻市本庁区域内かつ 2011 年 3 月 11 日に発生した東

日本大震災の津波浸水が 1m 以上あった地域において，

2022 年 3 月現在居住する世帯のうち，無作為抽出された

2,500 世帯に対して調査票を 2022 年 3 月 15，16 日に配布

した．佐藤ら 14）による 2016 年福島県沖地震での調査と

同様の調査地域とした．設問内容は，佐藤ら 14）を参考に，

津波注意報（18:11）の認知の有無や対象イベントでの津

波避難の有無，個人属性，避難開始時刻，近年の避難訓

練の参加の有無，2011年東日本大震災と 2016年福島県沖

地震での避難の有無を設定し，加えて津波に関する保険

（特約）への加入の有無，環境的手がかり，社会的手が

かり，情報源，警報のメッセージ内容，情報チャンネル，

リスク認知，車避難の対処評価，ステークホルダーの認

知，状況による促進・阻害，防災リテラシー，避難リテ

ラシー，リスク追求バイアス，浸水域認知，性格，それ

ぞれに関する項目を追加加筆したものとした（後述）．

郵送によって調査票を回収し，426 票（有効回収率 17.0%）

を得た．回収率が低くなったのは，設問数が多く，回答

者の負担となったことと，配布直後の 2022 年 3 月 16 日

に福島県沖で M7.4，最大震度 6 強の地震が発生したこと

が原因と考えられる．回答者のうち，男性が 50.5%，女

性が 48.6%，無回答が 0.9%であった．年代別の内訳は，

20 代が 1.7%，30 代が 4.0%，40 代が 9.2%，50 代が 16.2%，

60 代が 24.9%，70 代が 31.2%，80 代以上が 12.2%，無回

答が 0.7%であった．回答者のうち年齢が 60 代以上の人

の割合は 68.3%であり，石巻市全体の 60 代以上の人の割

合は 48%（国勢調査）であるため，やや高齢者が多い回

収結果となった．なお，回答者の 76.5%が石巻市出身で

あった．回答者の平均自動車保有台数は 1.55 台であり，

所有していない人は，全体の 12.7%であった．2017 年度

以降に避難訓練に参加したことがある人は全体の 28.2%
であった． 
 

分析手法

1章で挙げた 3つの問いのそれぞれに対する分析手法を

述べる． 
）車で避難した人は本当に車を使わければならなかった

のか

津波災害の際には，地震や津波予測などの情報を受け

取った後，即時に避難開始することが適切な対応である

とされている 19）．よって，対象イベントで車避難を行っ

た回答者のうち，地震発生直後に避難を開始すれば津波

到達時刻までに避難所に到達できた回答者を，車を使う
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必要がなかった可能性があると考え，「徒歩避難に変え

られる人」と定義した．2021 年宮城県沖地震の場合は，

地震発生から津波到達予測時間まで 11 分であったため，

11 分間で避難所まで移動ができる人が「徒歩避難に変え

られる人」となる．回答者が最寄り避難所に到達するま

でにかかる時間（以下，徒歩避難所要時間）は，設問項

目「あなたがいた場所から最寄りの避難所まで徒歩で移

動した場合にかかる時間」への回答を利用した．  
）徒歩避難を促進した場合，どれだけ命が守られて，ど

れだけ車の被害が出るのか

2 章（2）節 a）項で定義した「徒歩避難に変えられる

人」が徒歩避難に変えた場合に，人と車両に生じる可能

性がある津波被害の規模を明らかにするため，以下の定

義と仮定のもとで推定を行った．この推定では，津波に

よって死亡するリスクにある人を，車避難者のうち渋滞

に遭遇した人とし，津波によって被災するリスクのある

車両を，徒歩避難者の自宅に残された車両と車避難者の

うち渋滞に遭遇した人の乗る車両と定義した．ハザード

暴露の条件は，東日本大震災の津波浸水が1m以上あった

地域である．自宅に残る徒歩避難者は津波による死亡リ

スクがなく，徒歩避難が十分に促進された場合，車交通

量が減少して渋滞が解消されると仮定した．上記の仮定

と，調査から得られた平均世帯人数（1.55 人）と自動車

工業会の調査による 20）平均自動車購入価格（171.1 万円）

を用いて推定をした． 
）車避難をする人にはどのような特徴があるのか
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対する特約（保険）に加入している」，「東日本大震災

での避難経験」，「福島県沖地震での避難経験」，「ペ

ットの有無」，「リスク追求バイアス」，「近年の避難

訓練の参加の有無」をダミー変数とした．「状況による

促進・阻害」は，「当日、津波注意報を知った時、車内

にいた」，「家族が 1 つの場所に集まっていた」，「家

の人に避難しなくてもよいと言われた」，「要配慮者を

置いて逃げられないと思った」，「援護を依頼すること

にためらいを感じた」，「同居者に避難する意思がなか

った」，「避難の手助けをお願いできる人がいた」をダ

ミー変数とした．  
図 3 の意思決定モデル中の要因間の関係を明らかにす

るために調査モデルに沿って回帰分析を行った．まずは

心理変数に影響を与える要因を探索するため，重回帰分

析を行った（図 3 矢印①）．変数化によって得られた 8
つの心理変数をそれぞれ従属変数として設定し，変数化

によって得られた外的情報と個人的特徴を独立変数とし

て投入したステップワイズ法による重回帰分析を行い，

探索的に変数の抽出を行った．その後，避難行動意図と

車避難選択意図の醸成に影響を与える要因を探索するた

めロジスティック回帰分析を行った（図３矢印②）．避

難行動意図については従属変数を「避難を考えた」を 1，
「避難を考えなかった」を 0 とし，車避難選択意図につ

いても同様に従属変数を「車での避難を考えた」を 1，
「車以外での避難を考えた」を 0 と設定して，変数化に

よって得られた 8 つの心理変数と状況による促進・阻害

と個人的特徴を独立変数として投入してロジスティック

回帰分析を行った．重回帰分析とロジスティック回帰分

析に投入した変数と変数同士のピアソンの相関係数を表 
2 に，度数，平均値，標準偏差を表 3 を示した．表 2 から，

いくつかの変数同士では有意な相関関係にあることがわ

かるが，本研究においては調査で得られている項目をす

べて用いて，探索的にステップワイズ法による回帰分析

を行った． 
 
 
３. 結果 
 

津波避難の実施状況と津波避難の移動手段

1 章に挙げた問いを検証する前に，対象にしたイベン

トにおける津波避難，その移動手段（車の使用状況），

津波に関する車の保険の加入状況に関する結果を述べる． 
図 4 に，回答者の対象イベントにおける津波避難の有

無と同程度の規模の地震が発生した 2016 年福島県沖地震
14）における津波避難の有無を比較の参考までに示す．対

象イベントにおいて「避難した」と回答したのは回答者

の 25.1%であり，2016 年福島県沖地震に比べてより低い

割合となった．2021 年宮城県沖地震においては，揺れ自

体は最大震度 5 強と，2016 年福島県沖地震の最大震度 5
弱に比較して大きかったものの，避難指示や津波警報が

出されず，津波注意報の発表にとどまったことが原因で

あると考えられる．図 5 は避難した回答者の移動手段の

内訳を，図 6 に車で避難した人を対象に渋滞に遭遇した

か否かを示す．2021 年宮城県沖地震において，「避難し

た」と回答した人のうち，車で避難した人は 77.6%，そ

のうち渋滞に遭遇した人の割合は 42.0%となった．2016
年福島県沖地震の際と比較するとどちらも高い割合にな

っており，車避難者の割合が増加し，それとともに渋滞

遭遇車の割合も増加している．2016 年福島県沖地震に比

べて 2021 年宮城県沖地震では，避難者の割合が減少した

にも関わらず，車避難者による渋滞が発生していたこと

が分かる． 
津波被害にあった車両に対する制度として，補償がど

の程度普及しているのかが，地域の避難者の車避難の割

合に影響すると考えられる．対象地域の住民の自動車の

津波に関する保険（特約）の普及具合を明らかにするた

め，回答者の津波に関する保険（特約）の加入状況を図 
7に示す．現在加入している回答者は43.7％と約半数で，

以前は加入していた回答者の割合は 56.6%であった．津

波に関する保険（特約）への加入率は減少傾向にある．

通常の車両保険では，突発災害である地震，噴火，津波

による補償はされない．これは，津波など，一度に極め

て巨大な損害を発生させる可能性がある災害において，

適切な保険料の設定が困難であるからである 23）．しかし，  
 

図 モデル 21）

 

図 移動手段の選択に影響を与える要因分析研究の

意思決定モデル 18）

 

図 本研究の意思決定の調査モデル
 

 
図 4 津波避難の有無 
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表 調査モデルの概念に対応する質問項目と変数

 

図 津波避難の移動手段
 

図 渋滞経験の有無
 

概概念念 下下位位概概念念 質質問問項項目目
出出典典・・
参参考考

変変数数化化にによよっってて得得
らられれたた変変数数

負負荷荷量量
平平方方和和
（（累累積積%%））

概概念念 下下位位概概念念 質質問問項項目目
出出典典・・
参参考考

変変数数化化にによよっってて得得
らられれたた変変数数

負負荷荷量量
平平方方和和
（（累累積積%%））

環境的手がか
り

家具が倒れた 33.940 浸水域認知
ご自身の住まいの区域は東日本大震災において津波浸水がありまし

たか。
浸水域認知

屋内にあるものが落下し、散乱した
東日本大震災

での避難経験
2011年の東日本大震災では避難しましたか

東日本大震災での
避難経験の有無

道に障害物があったり、道路が破損しているのを見た
福島県沖地震

での避難経験
2016年11月早朝の福島県沖地震では避難しましたか

福島県沖地震での
避難経験の有無

気温が低く寒かった
防災リテラ

シー

地震が起こると、多くの建物が倒れる恐れのある地区がどこか知っ

ている

松川ら

（2021）29）
いざという時の行

動を行う能力
49.824

揺れている間に停電した 被災したとき、行政からどんな支援が受けられるか知っている

電柱や電線が大きく揺れた 私の住んでいる市町には、どのような防災計画があるか知っている

泥水が吹き出してきた ハザードマップをもとに、災害時にどこが危険な場所か言える

社会的手がか
り

周りの人が車で避難しているのを見た 社会的手がかり わたしの地域で過去にどのような災害が起こったか知っている

周りの人が徒歩で避難しているのを見た 地震・津波や洪水について十分な知識を持っている
災害を理解する能

力

通常より道路に車が多く混雑しているのを見た 自宅の耐震性能がどの程度であるか知っている

通常より歩道に人が多く混雑しているのを見た 災害時、避難するかしないかの判断が適切にできる

情報源 家族 人からの呼びかけ 14.744 災害時、周りが避難していなくても、自分の判断で避難するかしな

いか決められる

親戚 地震が起こったとき、命を守る行動を、とっさに取れる

近所の人 災害が発生したとき、スムーズに避難できる

職場の人 災害時には、まずは、自分の身の安全は自分で守るべきだと思う

テレビ 非常用持出袋を準備している
必要な備えを行う

能力

ラジオ 普段から、飲料水や非常食などを準備している

予想される災害の発生場所や時刻のイメージがついた 警報のメッセージ1
地震・津波や洪水のときにどうするか家族や身近な人と話し合って

いる
情報が正確だった 警報のメッセージ2 災害が起こったときの連絡手段を、家族や知人と確認している

内容が理解しやすかった 警報のメッセージ3

災害時に備えて、自分の生活機能のために必要なもの（電動車椅子

のバッテリー。薬、尿器、その他生活に必要なものなど）を余分に

準備している

内容が理解でき、危険の度合いもイメージできた 警報のメッセージ4
避難リテラ

シー
「声かけ」をしながら逃げるべき

釜石市

（2016）30）
共助の避難リテラ

シー
46.373

情報チャンネ
ル

防災行政無線 情報媒体 10.449 子どもを学校へ迎えに行くべきではない

エリアメール 「命てんでんこ」で行動すべき

広報車 地震が起きたら、ただちに高台へ避難すべきである
自助の避難リテラ

シー

県民安全・安心メール 避難は「徒歩」が原則である

テレビの放送 避難したら、絶対に戻ってはいけない

ラジオの放送
リスク追求バ

イアス

あなたは津波災害に備えて、避難所に避難しようか悩んでいます。

もし事前に避難すれば、硬い床の避難所で確実に丸1日をすごすこ

とになります。 一方、避難しなければ10回に9回（9割の確率）はな

にも起こらず難を逃れられますが、10回に1回（1割の確率）はケガ

や病気により10日間入院することになります。

藤本ら

（2019）22）

インターネット 非協調性 なるべく人に会わないでいたいと思う
柳井ら

（1987）31） 非協調性 51.283

スマートフォンの防災アプリ たいていの人は同情を得るため、自分の不幸さを大げさに話す

SNS（Facebook、Twitter等） 自分さえよければいいと思う

リスク認知 あなたの仕事・活動・学業などに大きな影響が出ると思った リスク認知 64.353 親友でも本当に信用することはできない

家などの財産に大きな被害が生じると思った 友人は蔭で私の悪口を言っていると思う

世帯の収入が大きく減ると思った 嫌いな人と一緒に仕事をすることはできない

あなたやあなたの身近な誰かが入院が必要なほどの病気や怪我をす
ると思った

人と協力して何かをするのは苦手だ

あなたやあなたの身近な人が亡くなると思った 人は皆、利欲のために働いていると思う

広い範囲で火災がおきる 世の中の人は人のことなどかまわないと思う

家が傾くような液状化がおきる 親切な人でも心のなかではいやいややっていると思う

多くの家が壊れるような激しい揺れがある 賞賛獲得欲求 人と話す時にできるだけ自分の存在をアピールしたい
小島ら

（2003）32） 賞賛獲得欲求

津波で家が流される 自分が注目されていないとつい人の気を引きたくなる

コロナウイルス感染が怖くて車で避難する 徒歩避難のコスト 52.744 大勢の人が集まる場では、自分を目立たせようと張り切る方だ

徒歩で避難するのが面倒である 高い信頼をあるため、自分の能力は積極的にアピールしたい

避難所での集団生活が嫌だ 初対面の人にはまず自分の魅力を印象付けようとする

津波が来ても車で避難するほうが安全だ 人と仕事をする時、自分の良い点を知ってもらうように張り切る

大きな津波が来なければ徒歩避難は損だ 目上の人から一目置かれるため、チャンスは有効に使いたい

徒歩では、安全な場所まで行くことができない 責任ある立場につくのは、皆に自分を印象づけるチャンスだ

津波はすぐに来るので、地震直後に徒歩で避難しては間に合わない 皆から注目され、愛される有名人になりたいと思うことがある

最寄りの避難所（避難場所）までは遠く時間がかかるので、徒歩で

は間に合わない
拒否回避欲求 意見を言う時、皆に反対されないか気になる 拒否回避欲求

車内で地震にあったら徒歩避難に変更するのは面倒だ 目立つ行動を取る時、周囲から変な目で見られていないか気になる

徒歩避難をすると他人に迷惑をかけてしまう
徒歩避難の実行困
難性

自分の意見が少しでも批判されるとうろたえてしまう

徒歩で避難すると暑い/寒い思いをする 不愉快な表情をされると、あわてて相手の機嫌を取る方だ

徒歩避難では家族を避難させられない 場違いなことをして笑われないよう、いつも気を配る

徒歩で避難すると、避難後の生活ができなくなる 車の普段使い 優れた人々の中にいると、自分だけが孤立していないか気になる

車は高価なものだから、車避難をする 相手との関係が気まずくなりそうな時は議論はできるだけ避けたい

徒歩避難をすると、愛着のある車が失われてしまう 人から敵視されないよう、人間関係には気をつけている

普段から日常的に車を利用している
近年の避難訓
練の参加の有
無

2016年福島県沖地震津波以降に参加した
佐藤ら

（2017）14）

買い物に行く際にも車を利用する

津波に対する

特約（保険）

に加入してい

る 

津波に対する特約（保険）に加入している 

避難といえば車だ

状況によ

る促進・

阻害

当日、津波注意報を知った時、車内にいた
藤本ら

（2019）22）

移動といえば車だ
家族が1つの場所に集まっていた

ステークホル
ダーの認知

住民同士が趣味やスポーツを一緒に行うこと 62.249 家の人に避難しなくてもよいと言われた

住民同士が一緒に出かけたり、買い物や食事をすること 要配慮者を置いて逃げられないと思った

近所の人同士が挨拶を行うこと 援護を依頼することにためらいを感じた

住民同士が立ち話を行うこと 同居者に避難する意思がなかった

おすそわけをしたり、おみやげをあげたりもらったりすること 避難の手助けをお願いできる人がいた

お互いの家に遊びに行ったり、来てもらったりすること
避難行動

意図
避難行動意図 避難しなくてはいけないと思った

藤本ら

（2019）22）

お互いにお節介をやいたり、思いやったりすること
車避難選
択意図

避難方法選択

意図
車で避難しようと思った

ちょっとしたことで、助け合いをすること

お互いに友達になること

自治会の活動に参加すること

市役所の職員が信頼できたが信頼できた
公的ネットワークへ
の信頼

14.521

警察官・消防士が信頼できた

消防団が信頼できた
地域ネットワークへ
の信頼

町会・自治会が信頼できた

民生委員が信頼できた

家族が信頼できた

親戚が信頼できた

近所の人が信頼できた

友人が信頼できた

職場の人が信頼できた

深い交流を伴う
ソーシャルキャピタ
ル

軽い交流を伴う
ソーシャルキャピタ
ル

外的情報

復興支援調
査アーカイ
ブ（2021年
12月閲覧）
26）

自宅環境の手がか
り

周辺環境の手がか
り

藤本ら

（2019）22）

媒体からの呼びか
け

警報のメッ
セージ

藤本ら

（2019）22）

個人的特
徴 藤本ら

（2019）22）

心理変数

川見ら

（2016）27）

車避難の対処
評価

関谷・田中

（2016）28）
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東日本大震災発生以降，突発災害に対する自動車保険に

対するニーズが高まり，全損した場合に 50 万円の保険金

が払われる突発災害に対する特約がいくつかの民間の保 
険会社でオプションとしてつけられるようになった 23） 

24）．震災後10年が経過し，突発災害への警戒心が薄れて 
いることが加入率の減少傾向に繋がっている原因の一つ 
と考えられる．

（ ）車で避難した人は本当に車を使わければならなかっ

たのか

回答者の徒歩避難所要時間の回答結果を図 8 に，2021
年宮城県沖地震においての避難手段ごとに集計した，徒

歩避難所要時間の人数の割合の累計を示したものを図 9
に示す．図 8 から，最寄りの避難所まで徒歩でかかる時

間が短い 0~5 分である回答者が最も多く，時間が長くな

るにつれて回答者は少なくなるという分布であることが

分かった．図 9 は上下ともに横軸は回答者の徒歩避難所 

表 ピアソンの相関係数

 

図 津波に関する保険（特約）への加入状況

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 男性 1.00
2 年齢60代以上 .13** 1.00
3 農漁業 .05 -.07 1.00
4 自営業 .12* .01 -.02 1.00
5 会社員（事務） .01 -.30** -.01 -.09 1.00
6 会社員（労務） .15** -.17** -.02 -.11* -.09 1.00
7 団体職員 -.10* -.15** -.01 -.03 -.03 -.03 1.00
8 公務員 .00 -.26** -.01 -.07 -.06 -.07 -.02 1.00
9 パート・アルバイト -.15** -.13** -.02 -.11* -.10 -.11* -.03 -.08 1.00

10 学生 .07 -.10* .00 -.02 -.02 -.02 -.01 -.02 -.02 1.00
11 退職者 .42** .36** -.03 -.20** -.17** -.19** -.06 -.14** -.21** -.04 1.00
12 失業中 .02 -.15** -.01 -.04 -.04 -.04 -.01 -.03 -.05 -.01 -.08 1.00
13 主婦・主夫 -.52** .20** -.03 -.19** -.16** -.18** -.06 -.13** -.20** -.04 -.35** -.08 1.00
14 無職 .01 .10* -.01 -.06 -.05 -.06 -.02 -.04 -.07 -.01 -.12* -.03 -.11* 1.00
15 石巻市出身か否か .02 -.03 .03 -.05 -.01 .010* .05 -.06 -.03 .04 -.03 -.02 .05 -.02 1.00
16 自家用車の保有台数 .09 -.19** .07 .10* .07 .15** -.01 .10* .15** .07 -.145** -.07 -.20** -.03 .05 1.00
17 東日本大震災での避難経験 -.03 .12* .03 .06 -.04 -.02 .07 -.14** .00 -.03 -.02 -.04 .07 .05 -.04 -.04 1.00
18 福島県沖地震での避難経験 .07 .03 -.02 -.03 -.02 .01 -.05 .06 .04 -.03 .09 -.06 -.07 -.05 .04 .08 .17** 1.00
19 世帯年収500万円以上 -.07 -.44** .08 -.02 .24** .19** .11* .27** -.04 .08 -.25** -.08 -.11* -.06 -.01 .28** -.07 .02 1.00
20 居住年数 .03 .36** -.06 -.08 -.15** -.03 -.07 -.15** -.07 -.04 .14** -.02 .16** .05 .10* -.04 .02 -.03 -.22** 1.00
21 居住階数 -.02 -.08 .01 .04 .105* .08 .10* -.02 -.03 -.05 .00 -.14** -.06 -.04 .11* .06 .01 -.07 -.01 -.08 1.00
22 木造 .03 .08 .02 -.04 -.05 -.02 -.10* -.04 .03 .03 .03 -.11* .10* -.04 -.02 .13** -.06 .08 .02 .26** -.34** 1.00
23 ペットがいる -.04 -.10 -.02 .02 .01 .10* .01 -.03 .08 -.03 -.13** .03 -.02 .03 .05 .13** -.04 -.03 .10* .03 .00 .05 1.00
24 避難行動意図 -.04 -.05 -.05 .00 -.03 -.02 -.06 .00 .08 .07 -.02 -.03 .01 .00 -.04 .06 .12* .36** .01 -.08 -.06 .08 -.05 1.00
25 避難手段選択意図 -.04 -.10 .c .15* .02 .14* -.09 .05 .11 -.02 -.15* -.17** -.08 -.05 .09 .28** .02 .11 .10 -.14* .09 .11 .08 .19** 1.00
26 警報のメッセージ１ -.13* -.19** -.02 -.08 .05 .01 .06 .05 .03 .04 -.04 .09 .03 -.12* -.08 .10 -.02 -.03 .14** -.13* .04 -.08 .10 .19** -.06 1.00
27 警報のメッセージ２ -.04 -.09 .03 -.04 .07 -.04 .05 -.01 .02 .07 .01 .03 -.03 -.04 -.01 .02 .00 .10 .05 -.08 .09 -.08 -.03 .22** -.10 .69** 1.00
28 警報のメッセージ３ -.07 -.11* -.02 -.07 .06 -.03 .08 -.01 .05 .07 -.01 .07 -.01 -.04 -.04 .02 .02 .04 .05 -.03 .10 -.11* -.01 .16** -.08 .68** .88** 1.00
29 警報のメッセージ４ -.09 -.12* -.02 -.06 .06 -.04 .08 -.02 .05 .07 -.02 .05 .00 -.07 .02 .03 .01 .06 .11* -.01 .11* -.06 .03 .16** -.13 .71** .82** .90** 1.00
30 浸水域認知 -.03 .01 .01 .03 -.05 .02 -.06 -.03 .06 .01 -.01 -.06 .00 .02 .02 -.04 .08 .15** -.04 -.04 .02 .02 .03 .13** .17** .01 .07 .03 .09 1.00
31 津波に対する特約（保険）に加入している .03 .19** .03 .00 -.10 .02 -.08 -.04 -.04 -.04 .06 -.12* .10* -.03 .07 .08 .10* .09 -.02 .10* .03 .06 .05 .01 .03 -.07 .03 .01 .03 .10 1.00
32 リスク追求バイアス -.01 .16** -.07 -.01 -.15** -.07 .01 .05 -.03 -.03 .08 -.03 .08 -.02 -.07 -.09 .15** .18** -.11* -.02 -.08 .02 -.05 .19** .01 .105* .09 .04 .02 .04 .108*
33 近年の避難訓練の参加 .00 -.15** .03 -.03 .04 .11* .06 .02 .00 -.03 -.10 .04 -.01 -.02 .08 .04 -.04 -.09 .14** -.09 .02 -.06 -.02 -.03 .23** -.09 -.09 -.07 -.08 .01 -.07
34 リスク認知 -.09 -.02 .04 -.02 -.07 .12* .00 -.05 .02 .07 -.04 -.06 .06 -.07 .04 .04 -.01 .13* .01 -.02 .09 .05 .02 .22** .06 .15** .10* .06 .10 .15** .16**
35 人からの呼びかけ -.17** -.05 -.04 .07 .04 -.07 -.05 -.11* .04 -.01 -.11* .01 .11* .04 -.04 .00 .03 .09 -.04 -.03 -.04 .04 .05 .19** -.02 .08 .04 .02 .03 .108* -.01
36 媒体からの呼びかけ .07 .04 .02 .02 -.09 .07 -.01 .03 -.01 .09 -.01 .03 .00 -.07 .07 .12* .12* .09 -.01 -.01 -.03 -.01 -.03 .15** .10 .07 .08 .09 .11* .02 .07
37 情報入手媒体 -.06 -.28** -.01 -.03 .12* -.03 .09 .09 .09 .25** -.11* .14** -.10* -.07 .01 .08 -.04 .03 .14** -.22** .05 -.06 .04 .06 .07 .15** .11* .15** .17** -.03 -.04
38 社会的手がかり -.02 -.05 -.04 .05 .02 .10 .06 -.06 .00 -.05 -.03 -.06 -.01 -.04 .03 .07 .01 .21** .06 .01 .05 .06 .06 .31** .16* .06 .05 .04 .08 .16** .02
39 自宅環境の手がかり -.06 -.05 -.03 .02 .03 .06 -.01 -.05 -.01 -.02 -.06 -.04 .05 -.02 .01 .03 -.07 .11* .05 .04 .02 .09 .05 .20** -.04 .07 .07 .08 .10 .03 .10
40 周辺環境の手がかり -.06 .08 -.01 -.04 -.06 -.05 -.02 -.06 -.01 -.02 .03 -.02 .09 .06 -.03 -.02 -.05 .08 -.06 .08 -.01 .07 .05 .07 -.04 -.02 -.02 -.02 .02 .06 .02
41 いざという時に行動を行う能力 .02 .00 .01 .06 -.07 -.03 .01 .03 .00 .04 -.02 .04 .00 .04 .00 .02 .01 .19** -.01 .00 .00 -.07 .06 .171** .01 .25** .24** .24** .23** .04 .08
42 災害を理解する能力 .08 .03 .01 .05 -.06 -.07 -.10* .09 -.04 .04 .03 .03 .00 .03 -.06 .01 -.03 .10 -.08 -.06 .00 -.11* .03 .02 -.04 .22** .24** .26** .24** .08 .22**
43 必要な備えを行う能力 -.16** -.01 .03 -.11* -.03 -.01 -.10* .01 .00 .05 -.05 .00 .17** -.04 -.04 .07 .05 .16** .02 .10 .05 .03 -.03 .22** -.02 .17** .17** .19** .22** .07 .24**
44 深い交流を伴うソーシャルキャピタル -.06 .27** -.07 -.03 -.10* -.09 -.06 -.13* -.11* .00 .02 .01 .28** -.01 .05 -.03 .02 -.02 -.16** .25** -.03 .09 -.07 -.01 -.19** .08 .10 .08 .09 .00 .18**
45 軽い交流を伴うソーシャルキャピタル -.11* .25** -.05 -.03 -.08 -.16** -.04 -.13** -.08 .00 .09 -.06 .26** -.03 .05 -.04 .05 .02 -.14** .32** .08 .12* -.02 -.01 -.19** .12* .15** .16** .17** -.04 .18**
46 賞賛獲得欲求 .05 -.19* -.07 .05 .02 .02 .03 .04 .00 .03 -.01 .08 -.09 .01 .04 .02 .03 -.01 .08 .02 -.04 .05 -.08 .07 -.16* -.03 -.08 -.05 -.03 .05 .08
47 拒否回避欲求 -.13** -.30** -.08 -.01 .13** .05 .09 .08 .10* .07 -.14** -.05 -.07 -.04 -.01 .03 .03 -.02 .12* -.15** -.06 .06 -.03 .06 -.02 .01 -.04 -.02 -.01 .05 -.07
48 非協調性 .09 -.20** -.10* .01 .11* .10* .08 .05 .04 .02 -.04 .05 -.15** -.04 .03 .01 -.04 .04 .11* -.11* .03 .03 .00 .06 .02 -.09 -.12* -.11* -.11* .09 .02
49 公的ネットワークへの信頼 .08 -.08 .11* .02 .01 .11* .01 .08 -.02 .00 -.05 .01 -.08 -.02 .01 .04 -.02 -.06 .03 -.06 -.01 -.10 .01 -.08 .00 .03 .05 .05 .02 .01 -.05
50 地域ネットワークへの信頼 .03 .26** -.07 -.03 -.06 -.14** -.04 -.08 -.04 -.03 .15** .01 .08 .03 -.06 -.13** .04 -.07 -.13* .17** .00 .04 -.02 -.03 -.26** .00 -.03 -.02 .01 -.10* .02
51 徒歩避難のコスト .03 -.07 -.06 .07 .10 .03 -.05 .00 -.02 -.02 -.04 -.06 -.02 -.03 .01 .112* .06 .09 .08 -.04 .06 .07 .13* .10* .38** -.03 -.08 -.05 -.06 .14** .04
52 徒歩避難の実行困難性 -.01 -.01 -.07 .06 .07 .02 -.11* -.02 -.06 -.01 -.01 -.11* .07 -.06 .01 .07 .09 .08 .02 -.04 .06 .09 .06 .09 .35** -.01 -.08 -.05 -.06 .12* .07
53 車の普段使い .06 -.13* .03 .13* .09 .11* -.05 .06 .04 -.10 -.02 -.11* -.15** -.10 .07 .43** -.03 .12* .10* -.04 .02 .12* .12* .03 .38** .01 -.05 -.05 -.05 .04 .11*
54 共助の避難リテラシー -.03 -.04 -.09 .01 -.08 .01 .02 .07 .00 -.02 .00 .06 -.02 .04 .00 -.02 -.02 .01 -.05 -.02 -.12* .03 .01 .03 -.04 .06 .12* .107* .10 -.06 -.09
55 自助の避難リテラシー -.11* .05 -.02 -.07 -.05 .02 -.04 -.05 .05 .02 .00 .00 .07 -.03 .02 .00 .14** .13* -.03 .02 -.03 .03 .05 .18** .02 .13* .19** .10 .15** .13* .03
56 当日、津波注意報を知った時、車内にいた -.01 .01 -.01 .09 .03 -.03 -.03 -.02 .02 -.02 -.01 .03 -.03 -.06 -.02 .08 -.09 .06 .04 .01 -.04 .09 -.02 .10 .16* .00 -.03 -.05 -.03 -.03 .01
57 家族が1つの場所に .06 -.08 .04 -.04 .02 .02 .04 .07 .03 .06 -.05 -.03 -.01 -.01 .01 .114* .03 .03 .14** -.10 .08 -.05 .03 .12* .07 .19** .17** .16** .14** -.02 .02
58 家の人に避難しなくてもよいと言われた -.06 .02 -.02 -.09 -.07 .02 -.03 -.01 -.02 .09 .05 -.05 .09 -.07 -.03 .03 -.02 -.01 -.03 .05 .04 .00 -.01 -.09 -.09 -.02 -.03 -.03 -.01 -.07 -.05
59 要配慮者を置いて逃げられない -.05 -.03 -.01 -.05 .05 .03 -.02 -.06 .05 -.02 -.01 .05 .00 -.05 .01 .04 .03 .05 -.01 .00 .02 -.05 .04 .125* -.03 .06 .07 .08 .05 .02 -.02
60 援護を依頼することにためらいを感じた -.02 .08 -.01 .05 -.05 .05 -.02 -.04 -.01 -.01 -.07 -.02 .01 .13** -.02 -.06 .04 -.04 -.10* .02 -.03 .01 .05 -.03 .04 -.04 -.03 .01 .03 .02 .02
61 同居者に避難する意思がなかった .15** .07 -.03 .00 -.03 .02 .00 -.03 -.06 -.04 .12* .05 -.06 -.02 .07 .03 -.05 -.13** -.02 .101* -.02 .02 -.02 -.21** -.10 -.10 -.14** -.08 -.10 -.06 -.05
62 避難の手助けをお願いできる人がいた -.12* .08 -.01 -.06 .00 -.02 -.02 -.04 .02 -.01 -.03 -.03 .13** -.04 .04 -.06 .02 .12* -.12* -.04 -.06 .00 -.06 .07 -.05 .07 .05 .00 .05 .10* .10*

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
32 リスク追求バイアス 1.00
33 近年の避難訓練の参加 -.11* 1.00
34 リスク認知 .22** -.02 1.00
35 人からの呼びかけ .09 -.07 .14** 1.00
36 媒体からの呼びかけ .00 -.06 .14** .00 1.00
37 情報入手媒体 -.05 .03 -.03 .04 .05 1.00
38 社会的手がかり .07 .09 .27** .24** .13** -.03 1.00
39 自宅環境の手がかり .01 .13** .34** .19** .05 -.08 .60** 1.00
40 周辺環境の手がかり .03 .11* .24** .15** -.02 -.08 .36** .45** 1.00
41 いざという時に行動を行う能力 .09 -.12* -.01 .02 .03 .12* .08 -.05 -.01 1.00
42 災害を理解する能力 .06 -.14** .05 -.06 .11* .10 -.02 -.06 -.04 .48** 1.00
43 必要な備えを行う能力 .10* -.17** .15** .05 .02 .07 .12* .09 .06 .35** .37** 1.00
44 深い交流を伴うソーシャルキャピタル .13* -.21** .16** .09 .09 -.12* .08 .07 .05 .09 .14** .18** 1.00
45 軽い交流を伴うソーシャルキャピタル .07 -.24** .07 .04 -.02 -.13* .02 .02 .00 .20** .19** .33** .63** 1.00
46 賞賛獲得欲求 -.02 .11* .11* .00 .03 .02 .07 .13* .11* -.05 .00 -.08 -.03 -.09 1.00
47 拒否回避欲求 -.06 .02 .08 .01 .05 .10 .06 .11* .06 -.16** -.14** -.06 -.18** -.21** .47** 1.00
48 非協調性 -.11* .13** .14** -.05 .08 .04 .08 .09 .04 -.14** -.13* -.15** -.19** -.29** .54** .53** 1.00
49 公的ネットワークへの信頼 .11* .02 .09 -.07 -.03 .00 -.01 -.02 .02 .08 .02 .00 -.01 -.07 .04 .05 .02 1.00
50 地域ネットワークへの信頼 .06 -.21** -.09 .01 -.07 -.12* -.08 -.01 .00 -.07 .02 -.09 .17** .19** -.04 -.05 -.08 -.14** 1.00
51 徒歩避難のコスト -.14** .20** .10 .08 .07 -.03 .17** .14** .07 -.12* -.17** -.11* -.13* -.20** .18** .19** .49** -.01 -.13* 1.00
52 徒歩避難の実行困難性 -.03 .16** .19** .09 .08 -.07 .20** .19** .17** -.10 -.10 -.07 -.02 -.08 .14** .13* .38** -.03 -.11* .82** 1.00
53 車の普段使い -.11* .11* .04 -.08 .07 -.05 .116* .02 .03 .06 -.05 -.05 -.13* -.09 .14** .09 .19** .02 -.24** .35** .36** 1.00
54 共助の避難リテラシー -.04 -.05 -.05 -.06 -.04 .03 .00 -.02 .02 .110* .09 .10 -.06 .11* -.07 .00 -.16** .04 -.02 -.38** -.33** -.08 1.00
55 自助の避難リテラシー .23** -.13** .10 .07 .07 .04 .08 -.05 -.01 .19** .10 .22** .17** .20** -.10 .02 -.16** .06 .01 -.17** -.15** -.10 .05 1.00
56 当日、津波注意報を知った時、車内にいた .06 .04 .12* .07 .12* -.02 .21** .25** .18** -.03 -.06 -.01 .05 -.05 .03 .00 .05 .00 -.06 .09 .08 .12* .01 .02 1.00
57 家族が1つの場所に .01 -.03 .13* .00 .06 .10* .07 -.01 -.03 .17** .20** .13* .01 .08 .06 .06 .01 .08 -.09 -.05 -.08 .05 -.05 .00 -.17** 1.00
58 家の人に避難しなくてもよいと言われた -.10* .02 -.05 .06 .04 -.02 .00 -.04 .02 -.02 -.04 -.07 .09 .08 .08 .03 .08 -.06 .02 .02 .04 -.02 -.02 .04 -.07 .02 1.00
59 要配慮者を置いて逃げられない .00 .02 .14** .02 .02 .08 .16** .08 .03 .00 .02 .00 .09 .01 .07 -.01 .06 -.04 -.02 .08 .14** .07 -.09 -.02 -.03 .04 .01 1.00
60 援護を依頼することにためらいを感じた .04 .04 .10 .00 .02 .04 .06 -.01 .097* .02 .02 -.04 .04 -.06 .13* .04 .00 .00 .02 -.01 .04 -.05 -.04 -.01 .01 -.09 .04 .09 1.00
61 同居者に避難する意思がなかった -.17** .05 -.12* -.10* -.02 -.07 -.11* -.04 -.05 -.07 -.07 -.15** .01 .06 .08 .06 .110* -.05 .02 .05 .05 .05 .02 -.17** -.14** -.03 .24** .02 -.03 1.00
62 避難の手助けをお願いできる人がいた .07 -.13** .10* .16** .13** .05 .08 .05 .03 .07 .20** .13* .12* .08 -.07 -.06 -.07 -.03 .00 -.10* -.11* -.11* .06 .07 .04 -.14** -.03 .12* -.03 -.11* 1.00
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東日本大震災発生以降，突発災害に対する自動車保険に

対するニーズが高まり，全損した場合に 50 万円の保険金

が払われる突発災害に対する特約がいくつかの民間の保 
険会社でオプションとしてつけられるようになった 23） 

24）．震災後10年が経過し，突発災害への警戒心が薄れて 
いることが加入率の減少傾向に繋がっている原因の一つ 
と考えられる．

（ ）車で避難した人は本当に車を使わければならなかっ

たのか

回答者の徒歩避難所要時間の回答結果を図 8 に，2021
年宮城県沖地震においての避難手段ごとに集計した，徒

歩避難所要時間の人数の割合の累計を示したものを図 9
に示す．図 8 から，最寄りの避難所まで徒歩でかかる時

間が短い 0~5 分である回答者が最も多く，時間が長くな

るにつれて回答者は少なくなるという分布であることが

分かった．図 9 は上下ともに横軸は回答者の徒歩避難所 

表 ピアソンの相関係数

 

図 津波に関する保険（特約）への加入状況

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 男性 1.00
2 年齢60代以上 .13** 1.00
3 農漁業 .05 -.07 1.00
4 自営業 .12* .01 -.02 1.00
5 会社員（事務） .01 -.30** -.01 -.09 1.00
6 会社員（労務） .15** -.17** -.02 -.11* -.09 1.00
7 団体職員 -.10* -.15** -.01 -.03 -.03 -.03 1.00
8 公務員 .00 -.26** -.01 -.07 -.06 -.07 -.02 1.00
9 パート・アルバイト -.15** -.13** -.02 -.11* -.10 -.11* -.03 -.08 1.00

10 学生 .07 -.10* .00 -.02 -.02 -.02 -.01 -.02 -.02 1.00
11 退職者 .42** .36** -.03 -.20** -.17** -.19** -.06 -.14** -.21** -.04 1.00
12 失業中 .02 -.15** -.01 -.04 -.04 -.04 -.01 -.03 -.05 -.01 -.08 1.00
13 主婦・主夫 -.52** .20** -.03 -.19** -.16** -.18** -.06 -.13** -.20** -.04 -.35** -.08 1.00
14 無職 .01 .10* -.01 -.06 -.05 -.06 -.02 -.04 -.07 -.01 -.12* -.03 -.11* 1.00
15 石巻市出身か否か .02 -.03 .03 -.05 -.01 .010* .05 -.06 -.03 .04 -.03 -.02 .05 -.02 1.00
16 自家用車の保有台数 .09 -.19** .07 .10* .07 .15** -.01 .10* .15** .07 -.145** -.07 -.20** -.03 .05 1.00
17 東日本大震災での避難経験 -.03 .12* .03 .06 -.04 -.02 .07 -.14** .00 -.03 -.02 -.04 .07 .05 -.04 -.04 1.00
18 福島県沖地震での避難経験 .07 .03 -.02 -.03 -.02 .01 -.05 .06 .04 -.03 .09 -.06 -.07 -.05 .04 .08 .17** 1.00
19 世帯年収500万円以上 -.07 -.44** .08 -.02 .24** .19** .11* .27** -.04 .08 -.25** -.08 -.11* -.06 -.01 .28** -.07 .02 1.00
20 居住年数 .03 .36** -.06 -.08 -.15** -.03 -.07 -.15** -.07 -.04 .14** -.02 .16** .05 .10* -.04 .02 -.03 -.22** 1.00
21 居住階数 -.02 -.08 .01 .04 .105* .08 .10* -.02 -.03 -.05 .00 -.14** -.06 -.04 .11* .06 .01 -.07 -.01 -.08 1.00
22 木造 .03 .08 .02 -.04 -.05 -.02 -.10* -.04 .03 .03 .03 -.11* .10* -.04 -.02 .13** -.06 .08 .02 .26** -.34** 1.00
23 ペットがいる -.04 -.10 -.02 .02 .01 .10* .01 -.03 .08 -.03 -.13** .03 -.02 .03 .05 .13** -.04 -.03 .10* .03 .00 .05 1.00
24 避難行動意図 -.04 -.05 -.05 .00 -.03 -.02 -.06 .00 .08 .07 -.02 -.03 .01 .00 -.04 .06 .12* .36** .01 -.08 -.06 .08 -.05 1.00
25 避難手段選択意図 -.04 -.10 .c .15* .02 .14* -.09 .05 .11 -.02 -.15* -.17** -.08 -.05 .09 .28** .02 .11 .10 -.14* .09 .11 .08 .19** 1.00
26 警報のメッセージ１ -.13* -.19** -.02 -.08 .05 .01 .06 .05 .03 .04 -.04 .09 .03 -.12* -.08 .10 -.02 -.03 .14** -.13* .04 -.08 .10 .19** -.06 1.00
27 警報のメッセージ２ -.04 -.09 .03 -.04 .07 -.04 .05 -.01 .02 .07 .01 .03 -.03 -.04 -.01 .02 .00 .10 .05 -.08 .09 -.08 -.03 .22** -.10 .69** 1.00
28 警報のメッセージ３ -.07 -.11* -.02 -.07 .06 -.03 .08 -.01 .05 .07 -.01 .07 -.01 -.04 -.04 .02 .02 .04 .05 -.03 .10 -.11* -.01 .16** -.08 .68** .88** 1.00
29 警報のメッセージ４ -.09 -.12* -.02 -.06 .06 -.04 .08 -.02 .05 .07 -.02 .05 .00 -.07 .02 .03 .01 .06 .11* -.01 .11* -.06 .03 .16** -.13 .71** .82** .90** 1.00
30 浸水域認知 -.03 .01 .01 .03 -.05 .02 -.06 -.03 .06 .01 -.01 -.06 .00 .02 .02 -.04 .08 .15** -.04 -.04 .02 .02 .03 .13** .17** .01 .07 .03 .09 1.00
31 津波に対する特約（保険）に加入している .03 .19** .03 .00 -.10 .02 -.08 -.04 -.04 -.04 .06 -.12* .10* -.03 .07 .08 .10* .09 -.02 .10* .03 .06 .05 .01 .03 -.07 .03 .01 .03 .10 1.00
32 リスク追求バイアス -.01 .16** -.07 -.01 -.15** -.07 .01 .05 -.03 -.03 .08 -.03 .08 -.02 -.07 -.09 .15** .18** -.11* -.02 -.08 .02 -.05 .19** .01 .105* .09 .04 .02 .04 .108*
33 近年の避難訓練の参加 .00 -.15** .03 -.03 .04 .11* .06 .02 .00 -.03 -.10 .04 -.01 -.02 .08 .04 -.04 -.09 .14** -.09 .02 -.06 -.02 -.03 .23** -.09 -.09 -.07 -.08 .01 -.07
34 リスク認知 -.09 -.02 .04 -.02 -.07 .12* .00 -.05 .02 .07 -.04 -.06 .06 -.07 .04 .04 -.01 .13* .01 -.02 .09 .05 .02 .22** .06 .15** .10* .06 .10 .15** .16**
35 人からの呼びかけ -.17** -.05 -.04 .07 .04 -.07 -.05 -.11* .04 -.01 -.11* .01 .11* .04 -.04 .00 .03 .09 -.04 -.03 -.04 .04 .05 .19** -.02 .08 .04 .02 .03 .108* -.01
36 媒体からの呼びかけ .07 .04 .02 .02 -.09 .07 -.01 .03 -.01 .09 -.01 .03 .00 -.07 .07 .12* .12* .09 -.01 -.01 -.03 -.01 -.03 .15** .10 .07 .08 .09 .11* .02 .07
37 情報入手媒体 -.06 -.28** -.01 -.03 .12* -.03 .09 .09 .09 .25** -.11* .14** -.10* -.07 .01 .08 -.04 .03 .14** -.22** .05 -.06 .04 .06 .07 .15** .11* .15** .17** -.03 -.04
38 社会的手がかり -.02 -.05 -.04 .05 .02 .10 .06 -.06 .00 -.05 -.03 -.06 -.01 -.04 .03 .07 .01 .21** .06 .01 .05 .06 .06 .31** .16* .06 .05 .04 .08 .16** .02
39 自宅環境の手がかり -.06 -.05 -.03 .02 .03 .06 -.01 -.05 -.01 -.02 -.06 -.04 .05 -.02 .01 .03 -.07 .11* .05 .04 .02 .09 .05 .20** -.04 .07 .07 .08 .10 .03 .10
40 周辺環境の手がかり -.06 .08 -.01 -.04 -.06 -.05 -.02 -.06 -.01 -.02 .03 -.02 .09 .06 -.03 -.02 -.05 .08 -.06 .08 -.01 .07 .05 .07 -.04 -.02 -.02 -.02 .02 .06 .02
41 いざという時に行動を行う能力 .02 .00 .01 .06 -.07 -.03 .01 .03 .00 .04 -.02 .04 .00 .04 .00 .02 .01 .19** -.01 .00 .00 -.07 .06 .171** .01 .25** .24** .24** .23** .04 .08
42 災害を理解する能力 .08 .03 .01 .05 -.06 -.07 -.10* .09 -.04 .04 .03 .03 .00 .03 -.06 .01 -.03 .10 -.08 -.06 .00 -.11* .03 .02 -.04 .22** .24** .26** .24** .08 .22**
43 必要な備えを行う能力 -.16** -.01 .03 -.11* -.03 -.01 -.10* .01 .00 .05 -.05 .00 .17** -.04 -.04 .07 .05 .16** .02 .10 .05 .03 -.03 .22** -.02 .17** .17** .19** .22** .07 .24**
44 深い交流を伴うソーシャルキャピタル -.06 .27** -.07 -.03 -.10* -.09 -.06 -.13* -.11* .00 .02 .01 .28** -.01 .05 -.03 .02 -.02 -.16** .25** -.03 .09 -.07 -.01 -.19** .08 .10 .08 .09 .00 .18**
45 軽い交流を伴うソーシャルキャピタル -.11* .25** -.05 -.03 -.08 -.16** -.04 -.13** -.08 .00 .09 -.06 .26** -.03 .05 -.04 .05 .02 -.14** .32** .08 .12* -.02 -.01 -.19** .12* .15** .16** .17** -.04 .18**
46 賞賛獲得欲求 .05 -.19* -.07 .05 .02 .02 .03 .04 .00 .03 -.01 .08 -.09 .01 .04 .02 .03 -.01 .08 .02 -.04 .05 -.08 .07 -.16* -.03 -.08 -.05 -.03 .05 .08
47 拒否回避欲求 -.13** -.30** -.08 -.01 .13** .05 .09 .08 .10* .07 -.14** -.05 -.07 -.04 -.01 .03 .03 -.02 .12* -.15** -.06 .06 -.03 .06 -.02 .01 -.04 -.02 -.01 .05 -.07
48 非協調性 .09 -.20** -.10* .01 .11* .10* .08 .05 .04 .02 -.04 .05 -.15** -.04 .03 .01 -.04 .04 .11* -.11* .03 .03 .00 .06 .02 -.09 -.12* -.11* -.11* .09 .02
49 公的ネットワークへの信頼 .08 -.08 .11* .02 .01 .11* .01 .08 -.02 .00 -.05 .01 -.08 -.02 .01 .04 -.02 -.06 .03 -.06 -.01 -.10 .01 -.08 .00 .03 .05 .05 .02 .01 -.05
50 地域ネットワークへの信頼 .03 .26** -.07 -.03 -.06 -.14** -.04 -.08 -.04 -.03 .15** .01 .08 .03 -.06 -.13** .04 -.07 -.13* .17** .00 .04 -.02 -.03 -.26** .00 -.03 -.02 .01 -.10* .02
51 徒歩避難のコスト .03 -.07 -.06 .07 .10 .03 -.05 .00 -.02 -.02 -.04 -.06 -.02 -.03 .01 .112* .06 .09 .08 -.04 .06 .07 .13* .10* .38** -.03 -.08 -.05 -.06 .14** .04
52 徒歩避難の実行困難性 -.01 -.01 -.07 .06 .07 .02 -.11* -.02 -.06 -.01 -.01 -.11* .07 -.06 .01 .07 .09 .08 .02 -.04 .06 .09 .06 .09 .35** -.01 -.08 -.05 -.06 .12* .07
53 車の普段使い .06 -.13* .03 .13* .09 .11* -.05 .06 .04 -.10 -.02 -.11* -.15** -.10 .07 .43** -.03 .12* .10* -.04 .02 .12* .12* .03 .38** .01 -.05 -.05 -.05 .04 .11*
54 共助の避難リテラシー -.03 -.04 -.09 .01 -.08 .01 .02 .07 .00 -.02 .00 .06 -.02 .04 .00 -.02 -.02 .01 -.05 -.02 -.12* .03 .01 .03 -.04 .06 .12* .107* .10 -.06 -.09
55 自助の避難リテラシー -.11* .05 -.02 -.07 -.05 .02 -.04 -.05 .05 .02 .00 .00 .07 -.03 .02 .00 .14** .13* -.03 .02 -.03 .03 .05 .18** .02 .13* .19** .10 .15** .13* .03
56 当日、津波注意報を知った時、車内にいた -.01 .01 -.01 .09 .03 -.03 -.03 -.02 .02 -.02 -.01 .03 -.03 -.06 -.02 .08 -.09 .06 .04 .01 -.04 .09 -.02 .10 .16* .00 -.03 -.05 -.03 -.03 .01
57 家族が1つの場所に .06 -.08 .04 -.04 .02 .02 .04 .07 .03 .06 -.05 -.03 -.01 -.01 .01 .114* .03 .03 .14** -.10 .08 -.05 .03 .12* .07 .19** .17** .16** .14** -.02 .02
58 家の人に避難しなくてもよいと言われた -.06 .02 -.02 -.09 -.07 .02 -.03 -.01 -.02 .09 .05 -.05 .09 -.07 -.03 .03 -.02 -.01 -.03 .05 .04 .00 -.01 -.09 -.09 -.02 -.03 -.03 -.01 -.07 -.05
59 要配慮者を置いて逃げられない -.05 -.03 -.01 -.05 .05 .03 -.02 -.06 .05 -.02 -.01 .05 .00 -.05 .01 .04 .03 .05 -.01 .00 .02 -.05 .04 .125* -.03 .06 .07 .08 .05 .02 -.02
60 援護を依頼することにためらいを感じた -.02 .08 -.01 .05 -.05 .05 -.02 -.04 -.01 -.01 -.07 -.02 .01 .13** -.02 -.06 .04 -.04 -.10* .02 -.03 .01 .05 -.03 .04 -.04 -.03 .01 .03 .02 .02
61 同居者に避難する意思がなかった .15** .07 -.03 .00 -.03 .02 .00 -.03 -.06 -.04 .12* .05 -.06 -.02 .07 .03 -.05 -.13** -.02 .101* -.02 .02 -.02 -.21** -.10 -.10 -.14** -.08 -.10 -.06 -.05
62 避難の手助けをお願いできる人がいた -.12* .08 -.01 -.06 .00 -.02 -.02 -.04 .02 -.01 -.03 -.03 .13** -.04 .04 -.06 .02 .12* -.12* -.04 -.06 .00 -.06 .07 -.05 .07 .05 .00 .05 .10* .10*

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
32 リスク追求バイアス 1.00
33 近年の避難訓練の参加 -.11* 1.00
34 リスク認知 .22** -.02 1.00
35 人からの呼びかけ .09 -.07 .14** 1.00
36 媒体からの呼びかけ .00 -.06 .14** .00 1.00
37 情報入手媒体 -.05 .03 -.03 .04 .05 1.00
38 社会的手がかり .07 .09 .27** .24** .13** -.03 1.00
39 自宅環境の手がかり .01 .13** .34** .19** .05 -.08 .60** 1.00
40 周辺環境の手がかり .03 .11* .24** .15** -.02 -.08 .36** .45** 1.00
41 いざという時に行動を行う能力 .09 -.12* -.01 .02 .03 .12* .08 -.05 -.01 1.00
42 災害を理解する能力 .06 -.14** .05 -.06 .11* .10 -.02 -.06 -.04 .48** 1.00
43 必要な備えを行う能力 .10* -.17** .15** .05 .02 .07 .12* .09 .06 .35** .37** 1.00
44 深い交流を伴うソーシャルキャピタル .13* -.21** .16** .09 .09 -.12* .08 .07 .05 .09 .14** .18** 1.00
45 軽い交流を伴うソーシャルキャピタル .07 -.24** .07 .04 -.02 -.13* .02 .02 .00 .20** .19** .33** .63** 1.00
46 賞賛獲得欲求 -.02 .11* .11* .00 .03 .02 .07 .13* .11* -.05 .00 -.08 -.03 -.09 1.00
47 拒否回避欲求 -.06 .02 .08 .01 .05 .10 .06 .11* .06 -.16** -.14** -.06 -.18** -.21** .47** 1.00
48 非協調性 -.11* .13** .14** -.05 .08 .04 .08 .09 .04 -.14** -.13* -.15** -.19** -.29** .54** .53** 1.00
49 公的ネットワークへの信頼 .11* .02 .09 -.07 -.03 .00 -.01 -.02 .02 .08 .02 .00 -.01 -.07 .04 .05 .02 1.00
50 地域ネットワークへの信頼 .06 -.21** -.09 .01 -.07 -.12* -.08 -.01 .00 -.07 .02 -.09 .17** .19** -.04 -.05 -.08 -.14** 1.00
51 徒歩避難のコスト -.14** .20** .10 .08 .07 -.03 .17** .14** .07 -.12* -.17** -.11* -.13* -.20** .18** .19** .49** -.01 -.13* 1.00
52 徒歩避難の実行困難性 -.03 .16** .19** .09 .08 -.07 .20** .19** .17** -.10 -.10 -.07 -.02 -.08 .14** .13* .38** -.03 -.11* .82** 1.00
53 車の普段使い -.11* .11* .04 -.08 .07 -.05 .116* .02 .03 .06 -.05 -.05 -.13* -.09 .14** .09 .19** .02 -.24** .35** .36** 1.00
54 共助の避難リテラシー -.04 -.05 -.05 -.06 -.04 .03 .00 -.02 .02 .110* .09 .10 -.06 .11* -.07 .00 -.16** .04 -.02 -.38** -.33** -.08 1.00
55 自助の避難リテラシー .23** -.13** .10 .07 .07 .04 .08 -.05 -.01 .19** .10 .22** .17** .20** -.10 .02 -.16** .06 .01 -.17** -.15** -.10 .05 1.00
56 当日、津波注意報を知った時、車内にいた .06 .04 .12* .07 .12* -.02 .21** .25** .18** -.03 -.06 -.01 .05 -.05 .03 .00 .05 .00 -.06 .09 .08 .12* .01 .02 1.00
57 家族が1つの場所に .01 -.03 .13* .00 .06 .10* .07 -.01 -.03 .17** .20** .13* .01 .08 .06 .06 .01 .08 -.09 -.05 -.08 .05 -.05 .00 -.17** 1.00
58 家の人に避難しなくてもよいと言われた -.10* .02 -.05 .06 .04 -.02 .00 -.04 .02 -.02 -.04 -.07 .09 .08 .08 .03 .08 -.06 .02 .02 .04 -.02 -.02 .04 -.07 .02 1.00
59 要配慮者を置いて逃げられない .00 .02 .14** .02 .02 .08 .16** .08 .03 .00 .02 .00 .09 .01 .07 -.01 .06 -.04 -.02 .08 .14** .07 -.09 -.02 -.03 .04 .01 1.00
60 援護を依頼することにためらいを感じた .04 .04 .10 .00 .02 .04 .06 -.01 .097* .02 .02 -.04 .04 -.06 .13* .04 .00 .00 .02 -.01 .04 -.05 -.04 -.01 .01 -.09 .04 .09 1.00
61 同居者に避難する意思がなかった -.17** .05 -.12* -.10* -.02 -.07 -.11* -.04 -.05 -.07 -.07 -.15** .01 .06 .08 .06 .110* -.05 .02 .05 .05 .05 .02 -.17** -.14** -.03 .24** .02 -.03 1.00
62 避難の手助けをお願いできる人がいた .07 -.13** .10* .16** .13** .05 .08 .05 .03 .07 .20** .13* .12* .08 -.07 -.06 -.07 -.03 .00 -.10* -.11* -.11* .06 .07 .04 -.14** -.03 .12* -.03 -.11* 1.00
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表 回帰分析に投入した変数の説明

 
 
要時間，縦軸は徒歩避難所要時間の人数の割合の累積分

布を示し，2021 年宮城県沖地震での車利用の有無ごとと

全体の結果を示した．図上部は，今回の調査で回答され

た徒歩避難所要時間の人数の累積分布である．車避難者

のうち，徒歩避難所要時間が津波到達時刻よりも短く，

津波到達以前に避難完了が可能と考えられる「徒歩避難

に変えられる人」の割合は，2021 年宮城県沖地震の津波

到達予想時刻の想定で 51.3%，2016 年福島県沖地震の津

波到達予想時刻の想定で 82.9%，2011 年東日本大震災の

津波到達時刻の想定で 96.1%であった．よって，対象イ

ベントの 2021 年宮城県沖地震においては回答者の約半数

が，東日本大震災においては回答者の 9 割以上が発災直

後に避難開始すると徒歩で避難を完了することができる

可能性があったことが分かる．図下部は対象イベントで

「徒歩避難に変えられる人」に分類された 51.3%の回答

者が徒歩で避難するとした場合の移動手段ごとの避難完 

図 回答者の最寄りの避難所まで徒歩で移動した場

合にかかる時間の分布

 
了率である．図上部と下部の両者を比べると，避難者全

体の徒歩避難所要時間の分布に違いは見られないが，徒

歩避難所要時間が 11 分未満である徒歩避難者が 9 割近く

に変化したことが分かる．「徒歩避難に変えられる人」

が徒歩避難を実施することによって，車避難の割合は

77.6％から 37.8％までに減少したことから，渋滞は大き

く緩和される可能性が十分にあることが確認された． 
 
（ ）徒歩避難を促進した場合，どれだけ命が守られて，

どれだけ車が失われるのか

2 章（2）節 a）項で定義した「徒歩避難に変えられる

人」が徒歩避難に変えた場合に，人と車両に生じる可能

性がある津波被害の規模を明らかにするため，2 章（2）
節 b）項で記述した方法で推定した結果を図 10 に示す．

この推定では，全ての徒歩避難者は徒歩避難所要時間以

内に避難が完了するため，津波による死亡リスクがない

と仮定し，さらに，徒歩避難を十分に促進して想定イベ

ントごとに「徒歩避難に変えられる人」が全員徒歩避難

を行うことで，域内で渋滞が発生しなくなるため，車避

難者の避難者被害及び車両被害が 0 となることを仮定し

た．図上部のパターン 1 が 2021 年宮城県沖地震における

車避難率と渋滞遭遇率に基づくパターン，図中部のパタ

ーン 2が 2021年宮城県沖地震を想定した場合に 2章（2）
節 a）項で定義した「徒歩避難に変えられる人」を徒歩

避難に変更したパターン，図下部のパターン 3 が 2011 年

東日本大震災を想定した場合に 2 章（2）節 a）項で定義

した「徒歩避難に変えられる人」を徒歩避難に変更した

パターンの推定である． 
パターン 1 の推定結果から，2021 年宮城県沖地震では

計 14,311 人の命が失われるリスク下にあったこと，総額

140 億円以上の車両被害が出る可能性があったことがわ

かった．また，3 つのパターンを比較すると，徒歩避難

者を増加させることによって多くの人命が守られる一方

で，車両被害額が増大する可能性が示唆されている．例

えば，対象イベントでの条件を利用したパターン 1 と

2021 年宮城県沖地震での「徒歩避難に変えられる人」を

徒歩避難としたパターン 2 を比較すると，2021 年宮城県

沖地震の津波到達時刻の想定に基づき車避難者の 51.3%
を徒歩避難に変えた場合，津波によって死亡するリスク

がある人は 0 に減少する反面，車両被害は 84 億円以上増

加する可能性がある．同様に，パターン 1 と 2011 年東日

本大震災を想定したパターン 3 を比較すると，東日本大

震災の津波到達時刻の想定に基づき車避難者の 96.1%を

徒歩避難に変えた場合，津波によって死亡するリスクに

ある人は 0 に減少する反面，車両被害が 110 億円以上増

加する可能性がある．このように，徒歩避難を促進する 

変数
有効
度数

平均
値

標準
偏差 変数

有効
度数

平均
値

標準
偏差

男性 422 0.51 0.50 近年の避難訓練
の参加

419 0.71 0.45

年齢60代以上 423 0.69 0.46 リスク認知 379 0.00 0.97

農漁業 419 0.00 0.05 警報のメッセージ
内容

387 0.00 0.98

自営業 419 0.10 0.30 人からの呼びかけ 414 0.00 0.63

会社員（事務） 419 0.07 0.25 媒体からの呼び
かけ

414 0.00 0.56

会社員（労務） 419 0.09 0.29 情報媒体 417 0.00 0.77
団体職員 419 0.01 0.10 社会的手がかり 417 0.00 0.86

公務員 419 0.05 0.21 自宅環境の手が
かり

417 0.00 0.84

パート・アルバイト 419 0.11 0.31 周辺環境の手が
かり

417 0.00 0.78

学生 419 0.00 0.07 いざという時に行
動を行う能力

383 0.00 1.00

退職者 419 0.27 0.44 災害を理解する
能力

383 0.00 1.00

失業中 419 0.02 0.13 必要な備えを行う
能力

383 0.00 1.00

主婦・主夫 419 0.25 0.43
深い交流を伴う
ソーシャルキャピ
タル

403 0.00 1.00

無職 419 0.04 0.19
軽い交流を伴う
ソーシャルキャピ
タル

403 0.00 1.00

石巻市出身か否
か

423 0.77 0.42 賞賛獲得欲求 393 0.00 0.97

自家用車の保有
の有無 425 2.55 0.98 拒否回避欲求 393 0.00 0.96

東日本大震災で
の避難経験

421 0.69 0.46 非協調性 393 0.00 0.94

福島県沖地震で
の避難経験 406 0.17 0.38 公的ネットワーク

への信頼
418 0.00 0.72

世帯年収500万円
以上

414 0.27 0.44 地域ネットワーク
への信頼

418 0.00 0.70

居住年数 413 24.80 16.80 徒歩避難のコスト 380 0.00 0.94

居住階数 419 1.91 0.59 徒歩避難の実行
困難性

380 0.00 0.95

木造 417 0.86 0.34 車の普段使い 380 0.00 0.97

ペットがいる 419 0.19 0.40 共助の避難リテラ
シー

384 0.00 1.00

避難行動意図 413 0.54 0.50 自助の避難リテラ
シー

384 0.00 1.00

避難手段選択意
図

233 0.61 0.49
当日、津波注意
報を知った時、車
内にいた

420 0.07 0.26

警報のメッセージ
１

392 3.34 1.11
家族が1つの場所
に集まっていた 420 0.55 0.50

警報のメッセージ
２

390 3.45 1.05
家の人に避難し
なくてもよいと言わ
れた

420 0.11 0.31

警報のメッセージ
３

389 3.46 1.03 要配慮者を置い
て逃げられない

420 0.06 0.23

警報のメッセージ
４

391 3.38 1.09
援護を依頼するこ
とにためらいを感
じた

420 0.03 0.16

浸水域認知 414 3.85 0.99 同居者に避難す
る意思がなかった

420 0.25 0.43

津波に対する特
約（保険）に加入
している 

398 2.94 1.76
避難の手助けを
お願いできる人が
いた

420 0.04 0.19

リスク追求バイア
ス

397 0.69 0.51 ※各項目欠損値が存在するため有効

度数が異なる

235
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図 回答者の徒歩避難の場合の最寄りの避難所まで

の時間の人数の割合の累積分布

 

図 避難者人的被害と車両被害の推定結果

 
ことによって，車を喪失するリスクは増大するものの，

その被害額の増加は 84 億円～110 億円程度にとどまるこ

とが推定される．この被害額の増加分は令和 2 年度

（2020 年度）の石巻市の当初予算全体 25）の 2.68%～

3.65%に相当する．これらの推定結果より，人的被害を

抑制するために徒歩避難を促進する意義は十分にあると

考えられるが，行政は徒歩避難を促進することによって

車両被害が拡大することも考慮に入れた徒歩避難促進の

施策検討が必要であるといえる．なお，この推定では，

全ての徒歩避難者は徒歩避難所要時間以内に避難が完了

し，津波による死亡リスクのないと仮定している点や，

徒歩避難を促進し，想定イベントごとに「徒歩避難に変

えられる人」が全員徒歩避難を行うことで渋滞が発生し

なくなると仮定している点が現実に即していないという

限界があることを注記する． 

（ ）車避難をする人にはどのような特徴があるのか

図 3 の意思決定モデルに基づいて，要因間の関係を明

らかにするために，心理変数それぞれに対してステップ

ワイズ法により重回帰分析を行った結果を表 4 に，それ

ぞれのモデルの情報を表 5 に示した．表 4 で，「リスク 

表 心理変数に対する重回帰分析の結果

 
認知」に有意な独立変数の標準化係数ベータの絶対値を

見ると，「自宅環境の手がかり」が 0.322と最も高いこと

が分かる．自宅の家具が散乱することなどがその状況を

災害だと認識させ，リスク認知を高めていると考えられ

る．表 4 で，「深い交流を伴うソーシャルキャピタル」

と「軽い交流を伴うソーシャルキャピタル」に有意な独

立変数の標準化係数ベータの絶対値を見ると，前者には

「主婦・主夫」が 0.258，後者には「居住年数」が 0.252  

標準化係
数

共線性の
統計量

従属変数
独立変数 標準誤差 ベータ 許容度
(定数)

自宅環境の手がかり

リスク追求バイアス

浸水域認知

媒体からの呼びかけ

男性

津波に対する特約
（保険）に加入して
いる 
(定数)

主婦・主夫

近年の避難訓練の参
加
拒否回避欲求

自助の避難リテラ
シー
居住年数

社会的手がかり

(定数)

居住年数

非協調性

必要な備えを行う能
力
近年の避難訓練の参
加
主婦・主夫

いざという時に行動
を行う能力
居住階数

木造

(定数)

年齢60代以上

農漁業

(定数)

年齢60代以上

居住年数

会社員（労務）

自助の避難リテラ
シー
近年の避難訓練の参
加
(定数)

非協調性

共助の避難リテラ
シー
近年の避難訓練の参
加
自家用車の保有台数

社会的手がかり

団体職員

リスク追求バイアス

東日本大震災での避
難経験の有無
ペットがいる

(定数)

非協調性

共助の避難リテラ
シー
社会的手がかり

団体職員

失業中

近年の避難訓練の参
加
東日本大震災での避
難経験の有無
自助の避難リテラ
シー
木造

(定数)

自家用車の保有台数

非協調性

失業中

木造

近年の避難訓練の参
加
いざという時に行動
を行う能力
自助の避難リテラ
シー

非標準化係数

t 値 有意確率

リスク認
知

徒歩避難
の実行困

難性

車の普段
使い

深い交流
を伴う

ソーシャ
ルキャピ

タル

軽い交流
を伴う

ソーシャ
ルキャピ

タル

公的ネッ
トワーク
への信頼

地域ネッ
トワーク
への信頼

徒歩避難
へのコス

ト
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図 回答者の徒歩避難の場合の最寄りの避難所まで

の時間の人数の割合の累積分布

 

図 避難者人的被害と車両被害の推定結果

 
ことによって，車を喪失するリスクは増大するものの，

その被害額の増加は 84 億円～110 億円程度にとどまるこ

とが推定される．この被害額の増加分は令和 2 年度

（2020 年度）の石巻市の当初予算全体 25）の 2.68%～

3.65%に相当する．これらの推定結果より，人的被害を

抑制するために徒歩避難を促進する意義は十分にあると

考えられるが，行政は徒歩避難を促進することによって

車両被害が拡大することも考慮に入れた徒歩避難促進の

施策検討が必要であるといえる．なお，この推定では，

全ての徒歩避難者は徒歩避難所要時間以内に避難が完了

し，津波による死亡リスクのないと仮定している点や，

徒歩避難を促進し，想定イベントごとに「徒歩避難に変

えられる人」が全員徒歩避難を行うことで渋滞が発生し

なくなると仮定している点が現実に即していないという

限界があることを注記する． 

（ ）車避難をする人にはどのような特徴があるのか

図 3 の意思決定モデルに基づいて，要因間の関係を明

らかにするために，心理変数それぞれに対してステップ

ワイズ法により重回帰分析を行った結果を表 4 に，それ

ぞれのモデルの情報を表 5 に示した．表 4 で，「リスク 

表 心理変数に対する重回帰分析の結果

 
認知」に有意な独立変数の標準化係数ベータの絶対値を

見ると，「自宅環境の手がかり」が 0.322と最も高いこと

が分かる．自宅の家具が散乱することなどがその状況を

災害だと認識させ，リスク認知を高めていると考えられ

る．表 4 で，「深い交流を伴うソーシャルキャピタル」

と「軽い交流を伴うソーシャルキャピタル」に有意な独

立変数の標準化係数ベータの絶対値を見ると，前者には

「主婦・主夫」が 0.258，後者には「居住年数」が 0.252  

標準化係
数

共線性の
統計量

従属変数
独立変数 標準誤差 ベータ 許容度
(定数)

自宅環境の手がかり

リスク追求バイアス

浸水域認知

媒体からの呼びかけ

男性

津波に対する特約
（保険）に加入して
いる 
(定数)

主婦・主夫

近年の避難訓練の参
加
拒否回避欲求

自助の避難リテラ
シー
居住年数

社会的手がかり

(定数)

居住年数

非協調性

必要な備えを行う能
力
近年の避難訓練の参
加
主婦・主夫

いざという時に行動
を行う能力
居住階数

木造

(定数)

年齢60代以上

農漁業

(定数)

年齢60代以上

居住年数

会社員（労務）

自助の避難リテラ
シー
近年の避難訓練の参
加
(定数)

非協調性

共助の避難リテラ
シー
近年の避難訓練の参
加
自家用車の保有台数

社会的手がかり

団体職員

リスク追求バイアス

東日本大震災での避
難経験の有無
ペットがいる

(定数)

非協調性

共助の避難リテラ
シー
社会的手がかり

団体職員

失業中

近年の避難訓練の参
加
東日本大震災での避
難経験の有無
自助の避難リテラ
シー
木造

(定数)

自家用車の保有台数

非協調性

失業中

木造

近年の避難訓練の参
加
いざという時に行動
を行う能力
自助の避難リテラ
シー

非標準化係数

t 値 有意確率

リスク認
知

徒歩避難
の実行困

難性

車の普段
使い

深い交流
を伴う

ソーシャ
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表 重回帰分析のモデルの情報

 
表 意思決定に対する

ロジスティック回帰分析の結果

 
 
と最も高いことが分かる．主婦など自宅にいる時間が長
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置いていることが分かる．表 4 で，「徒歩避難のコスト」

と「徒歩避難の実行困難性」に有意な独立変数の標準化

係数ベータの絶対値を見ると，「非協調性」が 0.407 と
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ことと考えられる．表 4 で，「車の普段使い」に有意な

独立変数の標準化係数ベータの絶対値を見ると，「自家

用車」が0.382と最も高いことが分かる．自家用車の保有

台数が多いほど普段から車を多用する傾向が分かる． 
表 6 は，避難の意思決定に影響を与える要因を探索す

るため，「避難を考えた」を 1，「避難を考えなかった」
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図 年宮城県沖地震における石巻市民の

避難行動の意思決定モデル 
 

図 年宮城県沖地震における石巻市民の

車避難選択の意思決定モデル

 
Chen et al.18）のモデルと同様に多段階の意思決定プロセス

となり，リスク認知やハザードのリテラシーが避難行動

意図に影響するという点に関しては整合する結果となっ

た．また，車避難選択意図に関しても多段階の意思決定

であるという点で Chen et al.18）のものと整合した．Chen 
et al.18）の分析では，車を所有していることや災害に関す

る知識が影響要因であることが明らかになっていた．本

研究の分析を通して，石巻市民の場合には，避難訓練の

参加の有無や賞賛獲得欲求という各個人の特徴に関する

要因や，徒歩を困難だと感じることや普段から車を多用

する習慣という心理変数が車避難選択に影響するという

新たな知見が得られる結果となった． 

４．おわりに

本研究では，2021 年 3 月 20日に発生した宮城県沖地震

に伴う津波避難行動について，宮城県石巻市を対象にし

た質問紙調査とその分析によって， 1）車で避難した人

は本当に車を使わければならなかったのか 2）徒歩避難

を促進した場合，どれだけ命が守られて，どれだけ車が

失われるのか 3）車避難をする人にはどのような特徴が

あるのか，以上の 3 点を明らかにすることで，車避難者

を減らし，徒歩避難を促すための提言をすることを試み

た．その結果は，次のようにまとめられる． 
1) 車避難者のうち，「徒歩避難に変えられる人」の割

合は，2021年宮城県沖地震の津波到達予想時刻を想

定すると 51.3%，2011 年東日本大震災の津波到達時

刻を想定すると 96.1%であった．これらの住民は命

を守るための避難において，車を使う必要はなかっ

た人であると考えられる．その割合は全体の 51.3%
以上と高く，これらの住民が徒歩避難に切り替える

ことによって，域内の車両の半数以上が減少するた

め，発災後の渋滞の発生を緩和・抑制できる可能性

がある．

2) 徒歩避難を促進することによって渋滞発生が緩和・

抑制されて多くの人命が守られる一方で，浸水域内

に残された自動車が津波被災することによる被害の

増加額が 84 億円～110 億円程度となる推定結果を得

た．2011年東日本大震災クラスの災害が発生した状

況を想定すると，十分な徒歩避難の推進によって

14000 人以上の命が守られるものの，車両被害は

110 億円程度被害が拡大する可能性があることがわ

かった． 
3) 車避難をする人には，次のような特徴がみられた．

①避難訓練に参加することで徒歩避難が困難である

と思うようになったひと（近年の避難訓練の参加：

正の関連），②同居者に避難の意思があったひと

（同居者に避難する意思がなかった：負の関連），

③災害時に徒歩避難をすることで地域の人に褒めら

れたい，ご近所さんから称賛を受けたいという欲求

が低いひと（賞賛獲得欲求：負の関連），④徒歩避

難が困難だと考えているひと（徒歩避難の実行困難

性：正の関連），⑤普段の生活の移動に車を使う人

（車の普段使い：正の関連） 
ここまで見てきたように，徒歩避難を実施することで，

車避難が多く行われている現状に比べて，多くの津波に

よる死亡リスクを低減することができる可能性がある．

その一方で，令和 2 年度（2020 年度）の石巻市の当初予

算全体の 2.68%から 3.65%に相当する車両被害が発生する

ことを推定した．車避難をする人の特徴を踏まえると，

徒歩避難促進の方策としては，避難訓練参加者が徒歩避

難を困難だと考えているため，避難訓練の手法や内容の

見直すこと，地域住民のコミュニティ内で徒歩避難を賞

賛しあう関係を構築すること，普段の生活で車を使う必

要がない，徒歩で生活するのが当たり前になるようなま

ちづくりを推進することが挙げられる．行政としては，

これらの施策によって住民に徒歩避難を選択するよう促

しながら，車両被害が増大する可能性を考慮に入れ，

14000 人の命に対してこの車両被害額と対策推進への費

用が採算に合うのか検討していく必要がある． 
東日本大震災で大規模な渋滞発生が地域の課題である

ことが明らかになり，徒歩避難が原則であるという教訓

を得たにも関わらず，発災のたびに渋滞が発生している

のが現状であり，本研究によって 2021 年津波注意報が発

表された際にも改善は見られなかったことが明らかにな

った．今後，どの程度の車避難者が徒歩避難に変えるこ

とで渋滞が解消されるのかを検討し，人的被害抑制のた

めの徒歩避難推進について研究を行っていきたい． 
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った．今後，どの程度の車避難者が徒歩避難に変えるこ

とで渋滞が解消されるのかを検討し，人的被害抑制のた

めの徒歩避難推進について研究を行っていきたい． 
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This study examined the possibility of introducing self-supporting distributed power supplies to ensure stable energy even in the event of a large-
scale disaster and to build a region where self-supporting life can be achieved in the event of a disaster. As a result, 1) energy consumption density 
is high in the center and along the main arterial road. 2) There was a total of 163 clusters in the candidate districts, and there were districts where it 
was possible to build an independent living area in the event of a disaster at the community level while ensuring business feasibility, environmental 
friendliness, and disaster prevention. 3) There are various usage configurations such as administration-medical, administration-education, and 
education-medical. In addition, there were areas where cooperation such as accommodation and entertainment facilities were possible. It is thought 
that it is possible to construct an area where people can live independently in the event of a disaster by configuring such various uses. 
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１．はじめに 
 

研究の背景と目的

防災の根幹的な問題は供給と需要の不均衡である1)．

その典型的な例が避難所の問題である．地域防災計画で

は，小・中学校を指定避難所としている．しかし，大規

模災害では，大量に発生する避難者を指定避難所だけで

収容することは困難である．実際，阪神・淡路大震災，

東日本大震災，熊本地震といった過去の事例では，指定

避難所の劣悪な生活環境と，指定避難所に入れきれない

被災者の指定避難所以外で車やテント等で避難生活し，

避難生活上の問題が報告されている2)．すなわち，大災

害では，公的施設を中心とする対応資源が限られている

のに対して，桁外れに大きい対応需要が存在することで

ある．従って，対応資源と需要をバランスさせるため，

資源を劇的に膨らませる（供給の観点）とともに需要を

劇的に減らす（需要の観点）ほかない（図1）． 
まず，供給の観点から資源が膨らまない最大の要因は

公の資源を主軸としていることにある．民間資源の活用

を図る必要がある．また，需要の観点からは個人の自立

性を高め，自助を強化することで需要を減らすことであ

る．ただ，この時には個人に任せるのではなく，自助を

強化させられる都市空間の構造と環境を構築することが

必要である． 
 

図 防災の根幹問題への対応

 
自助を強化に向けて，都市空間の構造と環境を構築す

る重要なのはエネルギーの確保するためには，今まで蓄

積された都市インフラの資源を効率的に使うとこは重要

である．  
一方，近年では，スマートシティやスマートグリッド，

マイクログリッド等，新しい社会システムの概念が注目

され，多様な事業が検討されている．再生可能エネルギ

ー・新エネルギーや排熱利用等を含めた多様なエネルギ

ーの導入・面的利用に加えて，ICTを活用しながら，電

力，熱，水，交通，医療，生活情報等，あらゆるインフ

ラの統合的な管理・最適制御を実現し，地域全体でエネ

ルギーの有効活用を含めたスマート化を目指す次世代の

社会システムである． 
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さらに，マイクログリッドとは大規模発電所の電力供

給に頼らず，コミュニティでエネルギー供給源と消費施

設を持ち地産地消を目指す，小規模なエネルギーネット

ワークのことである．このようなシステムの中で，代表

的なシステムは CGS である．CGS は発電の同時発電排熱

利用で 1 つのエネルギー熱源から電力と熱 2 つのエネル

ギーを生産するため，エネルギー利用効率が高く，コス

ト低減にも貢献する. 
しかし，このような社会の新しいシステムは，平常時

のエネルギー効率化を図るのが一般的である．災害時に

おいてもこのような新システムが有効に機能するために

は，防災的な観点から平常時と災害時に両立させる観点

から考える必要がある． 
本研究を含む一連の研究では，災害時に事業再開を急が

なくてよい遊休民間施設に着目し，こうした施設で指定避

難所並みの一定水準以上の避難生活環境を確保し，「コミ

ュニティの新たな避難拠点」として位置づけることで，現

在の避難所問題を緩和することを目指し，その中で必要と

されるエネルギーの確保のため，自立分散型電源の導入に

向けて，可能性のある地域を分析し，災害時自立生活圏の

構築可能性を検討することを目的とする．

これは，災害時の自立生活圏構築のためのエネルギーの

需要 供給の収支分析の前段階の検討である．

 

用語の定義

災害時遊休施設とは，災害直後に事業再開を急ぐ必要

のない活用可能な施設のことを指す．分かりやすい例と

して遊戯施設が挙げられる．代表的な施設はパチンコ店

がある． 

「コミュニティ避難拠点」は，都市の空間構造の立地上，

日常生活の中で身近な空間であり，健康な人たちが災害時

に避難生活と日常生活を並立し，一時的に発生する避難の

需要に応えるための避難空間であり，避難者は自宅との往

復を適宜行いながら必要な支援を受けられる自立避難生活

ができる場であり ，「圏域外に頼らなくても最低限の生

活基盤が確保され，災害を乗り越えられる生活圏」と定義

する ．さらに，避難生活のみならず，情報収集・情報提

供，食料，物資配布，避難生活支援等の機能に加え，より

高度な自立避難生活の場として，安定的にエネルギーの供

給が可能になる一定の圏域を災害時自立生活圏と言う．圏

域の自立に向けては，「安全のお裾分け機能」と「資源の

持ち寄り機能」の２つの要素が必要と考えられる．圏域内

の災害対応と被災者支援を行う拠点空間・機能を圏域内に

整備，確保することである．いわば「安全のお裾分け」機

能の強化である．圏域内には多様な資源が存在するが，単

品では役立たない場合も多い．しかし単品を組み合わせれ

ば有効な資源に転換させられる可能性がある．圏域内で多

様な主体の連携を促進し，資源の持ち寄りをコディネート

することによって圏域内で利用可能な資源の最大化を図る

ことが重要である．

本研究では，このような定義を基にエネルギー確保と

の観点から質的分析を行う．

 

既往研究と本研究の位置づけ

エネルギーに関する研究は主に低炭素に向けて，再開

発事業に合わせて，地域冷暖房や電気と熱の融通といっ

たエネルギーシステムを導入する際の技術的な検討や，

エネルギーシステムの導入を前提とし，町或いは建物単

位で，CO2の排出量や削減効果を評価する研究，導入に

当たって費用に関する研究は多くみられるが，既存の市

街地を対象とする研究は少ない． 

その中で，石河ら4)は経済開発と環境負荷低減の両立

が求められる都心の低炭素化をいかに実現のため，エネ

ルギーシステムの更新・整備に着目して，用途別の延床

面積から街区のエネルギー需要を予測とエネルギーシス

テムを導入することによるCO2 削減効果の評価を行い，

エネルギーシステム整備の実施可能性を提示している． 
横井ら5)は，CO2削減効果の評価システムを構築し，横

浜市を対象に，将来の都市形態を複数設定した上で，密

度の異なる3類型の街区に導入する次世代エネルギーシス

テムの代替案を設計し，CO2削減量を評価している． 
工月ら6)は，都市・地域における様々な施策と一 体と

なったエネルギーシステムの計画策定や，事業性評価等

について，需要側のエネルギーの自立に関する評価手法

を構築し，はタイプの異なる３つの地区のまちづくり構

想を対象として，これと一体となったエネルギーマスタ

ープラン作成のケーススタディを行う． 

また，エネルギーに関しては，災害時のエネルギー供

給確保に関する研究である． 
自律分散型電源の導入による災害時のエネルギー自立

度を評価する研究や拠点の位置選定，拠点の構築可能性

に関する研究は多くないが，大半が公共施設を中心に分

析を行っている．民間施設の活用を念頭に分析する研究

や都市空間構造の分析と共に自立分散型エネルギーシス

テムの導入の適地と拠点構築に関する研究は見当たらな

い．また，防災の観点から平常時のエネルギー供給と需

要双方の事業性を確保し，災害時にも都市機能の継続す

る両立させる視点の研究もあまり行われていない． 
稲垣ら7)は，ライフライン途絶時も自律的に機能する

拠点区域の構築を目挿し候補地選定の資料作成と地域分

類手法として，公共的施設と周辺の業務地区を対象にし，

防災の面から有用性を評価し，地域を分類している． 
崔ら8)は東京都における自律分散型エネルギーシステ

ムの導入する前提で，設置可能性を官公庁と厚生医療施

設等公共施設を対象に発電と廃熱の有効利用に関して検

討している． 
これに対して本研究では，低炭素に向けた技術導入の

みにとどまらず災害時の遊休民間施設に着目し，公と民

の連携を図りながら，都市の構造や道路ネットワークな

どを考慮し，自立分散型電源の導入に向けて，可能性の

ある地域を分析する．公共施設のみではなく，民間施設

との連携も図りながら，災害時自立生活圏の構築可能性

を検討する． 
 

研究の内容とフロー

本研究では，名古屋市の全域を対象地域とし，次の内

容で，分析を行い，災害時自立生活圏の構築可能性を検

討する．

災害時自立生活圏の構築可能性を検討するため，名古

屋市の建物用途別現況調査データ（平成 年）の建物デー

タから，建物用途，建物階数，建物延べ床面積を取り出し，

単位面積当たりの建物用途別エネルギー原単位法により，

事業の環境性，経済性等を考慮し融通するエネルギーの

規模に関係ある熱消費建物のクラスター分析とエネルギ

ー需要の面から需要が高い地域として，電力と熱のエネ

ルギー消費密度の分析，導管連結や維持管理の面から熱

利用建物密度分析をそれぞれ行い，重ね合わせて，自立

分散型電源の導入可能性を検討する．

次に，導入可能性のあるエリアに供給源として，自立分散

型電源の導入可能性のある施設が，そのエリアに位置してい

るかを検討し，事業の環境性，経済性と供給と需要の側面な

どを考慮し，災害時自立生活圏の構築可能性を検討する．
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さらに，マイクログリッドとは大規模発電所の電力供

給に頼らず，コミュニティでエネルギー供給源と消費施

設を持ち地産地消を目指す，小規模なエネルギーネット

ワークのことである．このようなシステムの中で，代表

的なシステムは CGS である．CGS は発電の同時発電排熱

利用で 1 つのエネルギー熱源から電力と熱 2 つのエネル

ギーを生産するため，エネルギー利用効率が高く，コス

ト低減にも貢献する. 
しかし，このような社会の新しいシステムは，平常時

のエネルギー効率化を図るのが一般的である．災害時に

おいてもこのような新システムが有効に機能するために

は，防災的な観点から平常時と災害時に両立させる観点

から考える必要がある． 
本研究を含む一連の研究では，災害時に事業再開を急が

なくてよい遊休民間施設に着目し，こうした施設で指定避

難所並みの一定水準以上の避難生活環境を確保し，「コミ

ュニティの新たな避難拠点」として位置づけることで，現

在の避難所問題を緩和することを目指し，その中で必要と

されるエネルギーの確保のため，自立分散型電源の導入に

向けて，可能性のある地域を分析し，災害時自立生活圏の

構築可能性を検討することを目的とする．

これは，災害時の自立生活圏構築のためのエネルギーの

需要 供給の収支分析の前段階の検討である．

 

用語の定義

災害時遊休施設とは，災害直後に事業再開を急ぐ必要

のない活用可能な施設のことを指す．分かりやすい例と

して遊戯施設が挙げられる．代表的な施設はパチンコ店

がある． 

「コミュニティ避難拠点」は，都市の空間構造の立地上，

日常生活の中で身近な空間であり，健康な人たちが災害時

に避難生活と日常生活を並立し，一時的に発生する避難の

需要に応えるための避難空間であり，避難者は自宅との往

復を適宜行いながら必要な支援を受けられる自立避難生活

ができる場であり ，「圏域外に頼らなくても最低限の生

活基盤が確保され，災害を乗り越えられる生活圏」と定義

する ．さらに，避難生活のみならず，情報収集・情報提

供，食料，物資配布，避難生活支援等の機能に加え，より

高度な自立避難生活の場として，安定的にエネルギーの供

給が可能になる一定の圏域を災害時自立生活圏と言う．圏

域の自立に向けては，「安全のお裾分け機能」と「資源の

持ち寄り機能」の２つの要素が必要と考えられる．圏域内

の災害対応と被災者支援を行う拠点空間・機能を圏域内に

整備，確保することである．いわば「安全のお裾分け」機

能の強化である．圏域内には多様な資源が存在するが，単

品では役立たない場合も多い．しかし単品を組み合わせれ

ば有効な資源に転換させられる可能性がある．圏域内で多

様な主体の連携を促進し，資源の持ち寄りをコディネート

することによって圏域内で利用可能な資源の最大化を図る

ことが重要である．

本研究では，このような定義を基にエネルギー確保と

の観点から質的分析を行う．

 

既往研究と本研究の位置づけ

エネルギーに関する研究は主に低炭素に向けて，再開

発事業に合わせて，地域冷暖房や電気と熱の融通といっ

たエネルギーシステムを導入する際の技術的な検討や，

エネルギーシステムの導入を前提とし，町或いは建物単

位で，CO2の排出量や削減効果を評価する研究，導入に

当たって費用に関する研究は多くみられるが，既存の市

街地を対象とする研究は少ない． 

その中で，石河ら4)は経済開発と環境負荷低減の両立

が求められる都心の低炭素化をいかに実現のため，エネ

ルギーシステムの更新・整備に着目して，用途別の延床

面積から街区のエネルギー需要を予測とエネルギーシス

テムを導入することによるCO2 削減効果の評価を行い，

エネルギーシステム整備の実施可能性を提示している． 
横井ら5)は，CO2削減効果の評価システムを構築し，横

浜市を対象に，将来の都市形態を複数設定した上で，密

度の異なる3類型の街区に導入する次世代エネルギーシス

テムの代替案を設計し，CO2削減量を評価している． 
工月ら6)は，都市・地域における様々な施策と一 体と

なったエネルギーシステムの計画策定や，事業性評価等

について，需要側のエネルギーの自立に関する評価手法

を構築し，はタイプの異なる３つの地区のまちづくり構

想を対象として，これと一体となったエネルギーマスタ

ープラン作成のケーススタディを行う． 

また，エネルギーに関しては，災害時のエネルギー供

給確保に関する研究である． 
自律分散型電源の導入による災害時のエネルギー自立

度を評価する研究や拠点の位置選定，拠点の構築可能性

に関する研究は多くないが，大半が公共施設を中心に分

析を行っている．民間施設の活用を念頭に分析する研究

や都市空間構造の分析と共に自立分散型エネルギーシス

テムの導入の適地と拠点構築に関する研究は見当たらな

い．また，防災の観点から平常時のエネルギー供給と需

要双方の事業性を確保し，災害時にも都市機能の継続す

る両立させる視点の研究もあまり行われていない． 
稲垣ら7)は，ライフライン途絶時も自律的に機能する

拠点区域の構築を目挿し候補地選定の資料作成と地域分

類手法として，公共的施設と周辺の業務地区を対象にし，

防災の面から有用性を評価し，地域を分類している． 
崔ら8)は東京都における自律分散型エネルギーシステ

ムの導入する前提で，設置可能性を官公庁と厚生医療施

設等公共施設を対象に発電と廃熱の有効利用に関して検

討している． 
これに対して本研究では，低炭素に向けた技術導入の

みにとどまらず災害時の遊休民間施設に着目し，公と民

の連携を図りながら，都市の構造や道路ネットワークな

どを考慮し，自立分散型電源の導入に向けて，可能性の

ある地域を分析する．公共施設のみではなく，民間施設

との連携も図りながら，災害時自立生活圏の構築可能性

を検討する． 
 

研究の内容とフロー

本研究では，名古屋市の全域を対象地域とし，次の内

容で，分析を行い，災害時自立生活圏の構築可能性を検

討する．

災害時自立生活圏の構築可能性を検討するため，名古

屋市の建物用途別現況調査データ（平成 年）の建物デー

タから，建物用途，建物階数，建物延べ床面積を取り出し，

単位面積当たりの建物用途別エネルギー原単位法により，

事業の環境性，経済性等を考慮し融通するエネルギーの

規模に関係ある熱消費建物のクラスター分析とエネルギ

ー需要の面から需要が高い地域として，電力と熱のエネ

ルギー消費密度の分析，導管連結や維持管理の面から熱

利用建物密度分析をそれぞれ行い，重ね合わせて，自立

分散型電源の導入可能性を検討する．

次に，導入可能性のあるエリアに供給源として，自立分散

型電源の導入可能性のある施設が，そのエリアに位置してい

るかを検討し，事業の環境性，経済性と供給と需要の側面な

どを考慮し，災害時自立生活圏の構築可能性を検討する．
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研究の流れは以下の図 の通りである．

図 災害時自立生活圏構築可能性の検討フロー

 

 

２．災害時にエネルギーの自立性確保に向けて連

携可能な仕組みの検討
 

施設の防災機能強化

名古屋市の学校施設においては，2022年度末には 76%

が築年数40年以上となり，施設の老朽化が進んでおり，

文部科学省は各教育委員会に対し，2020年度までに公立

学校施設に係る個別施設計画を策定し，学校施設の改修等

について，計画的に着実に取り組むよう求めている．この

ため，名古屋市では，学校施設リフレッシュプラン樹立し

ている9)．この計画では，教育環境の改善，安心 安全，老

朽化対策，省エネルギー，設備の更新，社会的ニーズ対応

など主な改修項目と改修時期を以下に示している． 

また，名古屋市災害対策実施計画では，避難生活・生活再

建支援体制の強化のため，学校施設の新増改築，老朽化対策

及び機能向上（体育館等への空調の新設等）を行っている． 
 
開発事業との連携のため，再開発事業計画現況

名古屋市では，多様な都市機能が適切に配置・連携さ

れるよう，既成市街地のうち都心や主要な交通結節点等

において，計画的な再開発により，土地の合理的かつ健

全な高度利用及び都市機能の更新をはかり，再開発事業

を進めている．2021年現在都市再開発の事業地区は12ヶ
所であり，事業地区位置は以下の図2の通りである． 

 

図 名古屋市内の再開発事業地区の分布図

資料：都市再開発の方針について，

（ 閲覧）

低炭素都市なごや戦略第 次実行計画

2011 年に「低炭素都市なごや戦略実行計画」を策定し，

温室効果ガスの削減を目標として，取組を進めている． 
この計画により，災害による停電の影響を低減するた

め，非常用分散型電源の確保や， 省エネルギーの導入な

ど， 地域課題の解決に取り組んでいる． 
また，再生可能エネルギーの普及拡大，エネルギーの

安定供給に向けた分散型電源の確保及び行政財産の有効

活用を図るため，小・中学校等の市施設の屋根貸しによ

る太陽光発電事業を実施しており，2020年現在，313ヶ所

の小中学校と協定を締結し，発電を開始している．全施

設からの総発電量は16,666KWである． 
 

名古屋市内の システムの導入事例

名古屋市内において，CGSシステムなど自立分散型電

源を導入し，面的エネルギーシステムを構築による地域

熱供給事業の地区は，8ヶ所があり，再開発事業等に伴い

導入されてきた． 
事業地区は中区に3ヶ所，中村区に5ヶ所であり，駅周

辺と中心部の地域に立地している．すべての事例が民間

の施設であり，供給区域の面積も大規模である． 
また，だいたいの地区は都市ガス熱源としてコージェ

ネレーションシステムを導入している． 
 

表 1 名古屋市内の CGS 導入事例 

地区名 
事業

者 

供給 

区域 

区域 

面積 

供給 

建物 
システム概要 

名古屋

栄三丁

目地区 

東邦 

ガス 

(株) 

名古屋市

中区栄三

丁目 

215,577

㎡ 

オフィス 

ビル，商

業施設，

公共施設 

都市ガス 

ガスエンジン コー

ジェネレーション 

名駅南

地区 

名古屋市

中村区名

駅一丁

目，名駅

南一丁目 

237,577

㎡ 

商業施

設，業務

施設，劇

腸，ホテ

ル 

都市ガス 

3千 kWのガスタ

ービン コージェネ

レーション 

名古屋

栄三丁

目北地

区 

名古屋市

中区栄三

丁目 

67,001

㎡ 

商業施

設，業務

施設 

都市ガス 

ガスエンジン コー

ジェネレーション 

東桜地

区 

名古屋市

中区錦三

丁目，東

区東桜一

丁目 

147,514

㎡ 

オフィスビ

ル，商業

施設，地

下街 

都市ガス 

ガスタービン コー

ジェネレーション 

JR東海

名古屋

駅周辺

地区 名古

屋熱

供給

(株) 

名古屋市

中村区名

駅周辺 

419,000

㎡ 

オフィスビ

ル，ホテ

ル，商業

施設，駅

施設 

氷蓄熱システム 

ガスコージェネレ

ーション システム 

ＪＲ東海

名古屋

駅北 

名古屋市

中村区名

駅 1丁目 

587,000

㎡ 

大名古屋

ビル，ＪＰ

タワー名

古屋，ＪＲ

ゲートタワ

ー 

氷蓄熱システム 

ガスコージェネレ

ーション システム 

名駅東

地区 

DHC 

名古

屋 

(株) 

名古屋市

中村区名

駅四丁目 

400,113

㎡ 

オフィスビ

ル，地下

街，商業

施設，専

門学校 

非常用発電機 

ガスタービン コー

ジェネレーション

2,000kW×2基 
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ささしま

ライブ

24 

名古

屋都

市 

エネル

ギー 

(株) 

名古屋市

中村区 平

池町 4丁

目 

252,709

㎡ 

オフィス，

ホテル，

コンファレ

ンス，中

京テレビ

放送 

下水再生水（高

度処理水） 

太陽熱エネルギ

ー 

コージェネレーシ

ョンシステム 

 
 

３ 地域におけるエネルギーの面的消費密度分析

 
分析方法 

地域におけるエネルギー面積消費密度の分析は，既往

研究で検討していた自立分散型エネルギー供給確保に関

する多数の研究で実施した分析方法である単位面積当た

りの建物用途別エネルギー原単位法により分析を行う．

原単位法は地域における全体的な空間的消費密度の特

性を把握しやすい方法である．

建物の用途においては名古屋市の建物用途別現況調査デ

ータ（平成 年）の建物用途分類に基づき，行政，教育，

文化，医療，商業，宿泊，店舗，娯楽，住宅，その他など

個の建物用途を区分し，各建物の延床面積を推計した．

なお，本研究では，コミュニティレベルの空間的スケ

ールからエネルギーの面的消費密度を検討することから，

民生部門のエネルギーを対象とし，エネルギーの消費パ

ターンが違う産業部門の工業施設に関する用途等は対象

としない． 
建物用途別エネルギー原単位においては日本地域冷暖

房協会の報告書 と空気調和・衛生工学会 の建物用途

別，エネルギー種別単位面積当たりの原単位を使用した．

エネルギー消費原単位は以下の表2の通りである． 
 

表 2 建物用途別，エネルギー種別単位面積当たりの原単位 
区分 暖房 給湯 冷房 電気

住宅 71 201 75 46 

医療 335 862 515 185 

業務 247 8 553 189 

商業 147 96 523 226 

宿泊 335 251 419 200 

娯楽 180 268 293 200 

文化 360 0 180 63 

教育 239 0 92 55 
 
建物用途別エネルギー消費量の算出は，建物用途分類

別エネルギー消費量原単位に，評価対象建物の用途分類

別の延床面積を乗じて，各建物ことの電力と熱のエネル

ギー消費量とする．建物ごとのエネルギー消費量の値は，

以下の数式で計算した． 
 

𝑩𝑩𝑩𝑩𝒆𝒆 = (𝑮𝑮 ∙ 𝑭𝑭) × 𝑬𝑬𝒆𝒆  
 

BDe = 建物の電気使用量 
G = 床面積（m2） 
F = 階数 
Ee = 1m2当たり電力使用原単位（KWh/m2・年） 

 
 
 

𝑩𝑩𝑩𝑩𝒉𝒉 = (𝑮𝑮 ∙ 𝑭𝑭) × (𝐄𝐄𝐄𝐄 + 𝐄𝐄𝐄𝐄 + 𝐄𝐄𝐄𝐄) 
 

BDｈ = 建物の熱使用量 
G = 床面積（m2） 
F = 階数 
Ec = 1m2当たり冷房使用原単位（MJ/m2・年） 
Eh = 1m2当たり暖房使用原単位（MJ/m2・年） 
Ew = 1m2当たり給湯使用原単位（MJ/m2・年） 

 
地域においてエネルギーの面的消費密度の分析は，

GIS のSpatial AnalystのKriging Toolを用いて分析を行った．

Kriging Toolは，不規則な分布をするデータを規則的な格

子データに変換するのによく使われ，空間的分布特性を

分析するのに有用な手法である．

建物ことに電力と熱のエネルギー消費量を計算した

を に変換し，名古屋市全域のエネルギーの

面的消費密度を求めた．本分析の補間距離においては，

次メッシュに相応する で設定した． 
 

名古屋市全域の電気・熱消費密度の特性

実際の建物におけるエネルギー消費実態を，建物用途

ごとに電力と熱（暖房，冷房，給湯）に分類し，エネル

ギー消費密度の特徴を把握することにより，エネルギー

連携策と自立分散型電源の導入可能性を検討する． 
分析を行い，単位面積あたりの電力消費密度は図2 に，

熱（暖房・冷房・給湯）消費密度は図3に示す． 
電力のエネルギー消費密度の地域分布を見ると，名古

屋市の中心部である中区の電力消費密度が非常に高いこ

とが分かる．また，港区も電力消費密度が高い．特徴的

なことは，主要幹線道路沿いに電力消費密度が高く，線

の形をしているのが見える． 
熱のエネルギー消費密度の地域分布も電力とほぼ同じ

地域分布特性が見られる． 
電力と熱のエネルギー消費密度の地域分布を比較して

みると，電力に比べて熱の場合，消費密度の空間的分布

が分散的である．さらに，熱消費建物の密集した空間的

規模は小さいが、消費密度は高いと言える．  

このような点を考慮すると，小規模で熱の融通が可能

なエリア構築が考えられる． ただ，そのためにはエネル

ギーのバランスを図るための融通するエネルギーの量を

定量的に計算してみる必要がある． 

 

 

４．地域における自立分散型電源の導入による災

害時自立生活圏の構築可能性
 

地域における自立分散型電源の導入による災害時自立

生活圏の構築可能性については，①エネルギー効率が高

い地域，②建物間熱融通の導入普及可能性がある地域な

どを分析した．

最後に， 運転に必要であるガスの供給ができるかを

検討，実現性があるかを検討した． 
 

自立分散型電源の導入可能地区の導出

エネルギー効率が高い地域の分析は，事業性，環境性，

防災性等を考慮し，電力消費密度と熱消費密度両方が高い

地域を抽出して行う．また，需要が高いだけではなく，熱

を利用する建物の密度が高い地域を重ね合わせ抽出した．

分析方法は，構築した建物データと メッシュ単位

で分析した電力消費密度，熱消費密度，熱利用建物密度
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３ 地域におけるエネルギーの面的消費密度分析
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など つのデータを使い， の

を用いて，分析を行った．

分析のため，まず，電力消費密度，熱消費密度，熱利

用建物密度のデータを重ね評価をするため，標準化点数

に変換する必要がある．そのため，電力消費密度，熱消

費密度，熱利用建物密度それぞれ平均と標準偏差に基づ

いて入力データの範疇から ～ の値に変換する．入力ラ

スターの値が大きいほど，需要と密度が高い地域になる．

値の区分は を基準にし，色分けした．各項目の計算結

果は，図 ，図 ，図 の通りである．

各項目の計算結果を空間的分布からその特性を見ると

電力消費密度は，中心部の中区と南側の熱田区，港区で

電力需要が高い結果となった（図 ）．また，熱諸費密度

は，電力とほとんど同じく，中心部の中区が高く，その

ほか熱田区，港区に熱需要が高い．電力と相違なエリア

は名古屋市東部の千種区，昭和区，名藤区の境界エリア

の需要が高い．また，天白区は国土 号線沿いの需要が

高い（図 ）．熱利用建物密度は，中心部である中区，中

村区，西区，北区などで密度が高い（図 ）．

この三つのデータを足して，自立分散型電源の導入可能

地区の計算を行った．

自立分散型電源の導入可能地区の導出はエネルギー使

用量と熱利用建物密度に基づき，電力消費密度も熱消費

密度も高く，かつ熱利用建物の密度が高いエリアを自立

分散型電源の導入可能地区とした．

計算の結果は導入可能地区の適合度として，三つに分

け， ～ を ランク， ～ を ランク， ～ を ランクで区

分した（図 ）．本研究ではそのうち， ランクと ランク

が電力と熱の需要も高く，密度も高いエリアで，自立分

散型電源の導入可能地区とした．

ランクは中区に広く分布している．また， ランクま

で含めると，中区，南区，港区などに広く分布している．

また，国道 号線，国土 号線，国道 号線，県道

号線，環状線など，幹線道路かつ緊急郵送道路として指

定されている道路沿いに自立分散型電源の導入可能地区

が多く分布している．

融通可能建物のクラスター

建物間の熱融通が導入普及可能性は，熱消費量が一定

以上の規模である必要があり，また，導管の連結などを

考慮すると建物間の距離が近くて，ある程度まとまって

いる必要がある．

そのため，分析の手法は の

を用いて，クラスター分析を行った．対象の

建物は融通する際にはある程度需要が高い必要があるこ

とから面積 ㎡以上の建物とし，規模が小さい建物は

  
図 電気需要量 図 熱需要量

   
図 電力消費密度の標準化マップ 図 熱消費密度の標準化マップ 図 熱利用建物密度の標準化マップ
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図 自立分散型電源の導入可能地区

除外した．空間位置および指定された近傍の建物までの

距離に基づいてクラスターを探した．距離の基準は都市

部と郊外部の建物密度が異なるため，同じ距離基準でク

ラスター分析をするには適切でないことから，空間上，

各地点の集まっている程度(密度)を活用して群集化する

HDBSCAN方法論を使用した． HDBSCANは空間上に存

在する点間の密度と群集内最小に存在しなければならな

い地点の個数を考慮して群集化する技法であり，絶対的

な距離基準で群集を分けるのではなく群集間比較を通じ

て妥当な群集を選択することで，より柔軟で合理的な群

集指定が可能である12)． 
また，融通可能性の判断は日本建築センターの都市に

おける地域冷暖房の建設記述に関する研究 で提示した

地域冷暖房導入地区の選定基準である ・年を用

いて，クラスターの総熱消費量が基準値以上のクラスタ

ーを抽出し， 導入と廃熱利用の実現可能性が高い地域

を選定した ．

延床面積 ㎡以上の建物を対象に，名古屋市全域で，

建物のクラスターを分析した結果，総 ヶ所のクラスタ

ーが検出された．そのうち，熱消費密度 ・年以

上クラスターを選択すると，総 ヶ所のクラスターとな

った（図 ）．

その後，クラスター分析の結果は自立分散型電源の導

入可能地区と連携して見る必要があるため，二つのデー

タを重ね合わせて需要が高くない地域にあるクラスター

は除外した．その結果，最終的に ヶ所となった（図

）．

クラスターの規模からみると， 棟以下のクラスター

が ヶ所で最も多く，全体の を示した．次いで

棟が ヶ所で ， 棟以上が ヶ所で を示

した（表 ）．

このように名古屋市のクラスターは 棟以下の小規模

のクラスターが大半である．空間的にも中心部より郊外

部に小規模のクラスターが多い．日常生活が中心となる

郊外部の住居地に小規模なクラスターが多いとのことは，

事業性，環境性，防災性を確保しつつコミュニティレベ

ルでの小規模なクラスターを構築可能だと考えられる．

また，クラスターの地域分布は，ほぼ全域に分布して

おり，幹線道路の結節点を中心に分布している．更に，

この幹線道路はだいたい緊急郵送道路にも指定されてい

る道路である． 
 

表 2 クラスター分析の結果 
クラスター規模 

（建物棟数） 

クラスター数 

（ヶ所） 

割合 

（％） 

10以下 115 70.6 

10～25 33 20.2 

25～50 11 6.7 

50～75 4 2.5 

全体 163 100.0 

 

図 熱利用建物のクラスター（延床面積 ㎡以上）

災害時自立生活圏の構築可能地区の選定 
導入可能エリアと融通可能建物のクラスターを重ね合

わせ自立分散型電源の導入が可能な地区を選定した． 
電力消費密度が高いところはほぼ熱消費密度も高いこ

とが分かる. 
本研究では電力消費密度，熱消費密度，熱利用建物密

度が高く，かつ熱消費密度4.2TJ/ha・年以上の建物のクラ

スターになっている地区を抽出し，CGSの導入可能な地

区とした．CGS の導入可能な地区のうち，災害時自律生

活圏を構築可能である地区は163ヶ所である. 
 

熱源の供給可能性について 
エネルギー自立生活圏の構築のためにはエネルギー消

費密度の特性，熱消費建築物の分布パターンなどに加え，

熱源の供給可能性を確認する必要がある． 
熱源としては，２の（4）の事例から見るとだいたい都

市ガスである．一般的に都市ガスの中圧導管は耐震性に

優れていると言われ，東京ガスの説明によると中圧ガス

導管は，阪神・淡路大震災，東日本大震災クラスの大地

震にも十分耐えられる構造となっており，基本的にガス

の供給を停止することはなく，コージェネレーションシ

ステムなどに供給することについて，信頼性の高いと言

われている ． 
また，名古屋市エリアでは東邦ガス（株）がガス供給

をしている．東邦ガスの発表によると，既存では供給エ

リア内で大規模地震が発生した場合，地域ごとに被害状
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図 自立分散型電源の導入可能地区

除外した．空間位置および指定された近傍の建物までの

距離に基づいてクラスターを探した．距離の基準は都市
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い地点の個数を考慮して群集化する技法であり，絶対的

な距離基準で群集を分けるのではなく群集間比較を通じ

て妥当な群集を選択することで，より柔軟で合理的な群

集指定が可能である12)． 
また，融通可能性の判断は日本建築センターの都市に

おける地域冷暖房の建設記述に関する研究 で提示した

地域冷暖房導入地区の選定基準である ・年を用

いて，クラスターの総熱消費量が基準値以上のクラスタ

ーを抽出し， 導入と廃熱利用の実現可能性が高い地域

を選定した ．

延床面積 ㎡以上の建物を対象に，名古屋市全域で，
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入可能地区と連携して見る必要があるため，二つのデー
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このように名古屋市のクラスターは 棟以下の小規模
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表 2 クラスター分析の結果 
クラスター規模 

（建物棟数） 

クラスター数 

（ヶ所） 

割合 

（％） 

10以下 115 70.6 

10～25 33 20.2 

25～50 11 6.7 

50～75 4 2.5 

全体 163 100.0 

 

図 熱利用建物のクラスター（延床面積 ㎡以上）

災害時自立生活圏の構築可能地区の選定 
導入可能エリアと融通可能建物のクラスターを重ね合
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の供給を停止することはなく，コージェネレーションシ

ステムなどに供給することについて，信頼性の高いと言

われている ． 
また，名古屋市エリアでは東邦ガス（株）がガス供給

をしている．東邦ガスの発表によると，既存では供給エ

リア内で大規模地震が発生した場合，地域ごとに被害状
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況を把握して，中圧および低圧のガス供給を迅速に停止

する仕組みを設けていたが，2018年4月より，名古屋市の

一部エリアを低圧ガスのみで停止する方法に変更した．

対象地域は千種区，東区，西区，中村区，中区，昭和区，

瑞穂区，熱田区，中川区，南区など，名古屋市の一部で

あるが，順次対象エリアを拡大していく予定である と

発表している． 
このような点を踏まえると名古屋市の場合，中心部と

東部は大規模地震が発生してもガス供給は止まらないと

見通しができるし，順次対象エリアの拡大に連れて将来

的には名古屋市全域のガス供給については，止まらなく

供給可能であると考えられる． 

５．官民連携による災害時自立生活圏構築の可能性

不足な防災資源による防災の根幹的問題を改善するた

めには，民間の資源をうまく活用しながら官民連携を図

ることは重要である．ここでは，官民連携を図るための

検討であり，多様な用途構成のパターンを分析し，各用

途別電力，熱のエネルギー使用パターンの特性を考慮し

て連携可能な用途構成を検討する．

建物用途-電力・熱のエネルギー消費量の関係

コミュニティ避難拠点となりうる施設に対して，融通

の可能性を検討するため，名古屋市の建物用途別電力と

熱のエネルギー消費量の関係を分析し，その特性から融

通可能性が高い施設を検討する． 

まず，建物用途別電力と熱のエネルギー消費量の関係

性を見ると電力と熱の使用量が最も高い施設は宿泊施設

である．その他に電力と熱の使用量が高い施設は医療施

設と娯楽施設2 がある． 

続いて，電力消費量は高いが熱消費は低い施設は娯楽

施設 と商業施設がある．最後に電力消費量も熱消費量も

低い施設は文化施設，教育施設，行政施設などである

（図 ）．

電力と熱のエネルギー使用量の関係を考慮し，コスト

面で考えると公共施設と民間施設を連携する必要がある

と考えられる． 

図 建物用途別電力と熱のエネルギー消費量の関係

※ 娯楽施設 劇場，映画館，ラブホテル，マッサージ室など

の遊興施設，娯楽施設 ボウリング場，プール，カラオ

ケ，パチンコなどの体育文化施設を言う．

 

クラスターの用途構成

クラスター分析の結果から用途の構成を見てみた．  

最も多い割合を占めたのは3つの用途構成で56ヶ所で

あり， を占めた．次に つの用途で構成されたとこ

ろが ヵ所で ， つ以上の用途で構成されたのは

ヵ所である．また，単独用途で複数の建物で構成された

クラスターも ヵ所である（表 ）．

表 3 クラスターの建物用途構成 

用途数 個数 
割合 

（％） 

1 5 3.1 

2 51 31.3 

3 56 34.4 

4 30 18.4 

5 15 9.2 

6 6 3.7 

全体 163 100.0 

このうち，優先的に自立分散型電源の導入が可能であ

り，災害対応において極めて重要な施設である行政施設

（災害対応）と教育施設（避難空間）を中心に検討した．

まず，行政施設を中心にクラスターを構成する地区は

26ヵ所である．用途構成をみると，行政-医療が12ヵ所

で最も多く，行政-教育の用途構成が7ヵ所である．  

前述したエネルギー消費パターンの特性から検討した

民間施設と連携を測れる宿泊，娯楽2とのクラスターも6

ヵ所である．

表 4 行政施設と連携する建物用途の構成 
cluster 

no.  
用途 1 用途 2 用途 3 用途 4 用途 5 用途 6 

82 行政 教育 文化 医療 商業 住宅 

121 行政 娯楽 2 住宅    

132 行政 文化 医療 商業 住宅  

133 行政 医療 住宅    

141 行政 医療 住宅    

154 行政 医療 住宅    

182 行政 住宅     

187 行政 医療 商業 住宅   

194 行政 医療 商業 住宅   

225 行政 教育 文化    

245 行政 医療 商業 住宅   

251 行政 医療 住宅    

259 行政 教育 文化 医療 商業 住宅 

269 行政 娯楽 2 住宅    

286 行政 教育 商業 住宅   

292 行政 文化 医療 商業 住宅  

302 行政 教育 商業 宿泊 住宅  

316 行政 商業 住宅    

319 行政 教育 文化 商業 住宅  

323 行政      

338 行政 文化 商業 住宅   

355 行政 商業 娯楽 1 住宅   

361 行政 教育 文化 商業 宿泊 住宅 

365 行政 教育 文化 商業 住宅  

372 行政 文化 医療 商業 宿泊 住宅 

378 行政 商業 宿泊    
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教育施設を中心にクラスターを構成する地区は45ヵ所

である．用途構成をみると，教育-医療が22ヵ所で最も

多かった．  

エネルギー消費パターンの特性から検討した民間施設

と連携を測れる施設として，宿泊は8ヶ所，娯楽2は6ヶ

所である．

 
表 5 教育施設と連携する建物用途の構成 

cluster 

no. 
用途 1 用途 2 用途 3 用途 4 用途 5 用途 6 

4 教育 文化 医療    

11 教育 医療 商業 住宅   

26 教育 商業 住宅    

82 行政 教育 文化 医療 商業 住宅 

85 教育 医療 商業 住宅   

99 教育 文化 医療 商業 娯楽 2 住宅 

140 教育 文化 住宅    

147 教育 医療 商業 住宅   

170 教育 文化 商業 娯楽 2 住宅  

197 教育 商業 住宅    

211 教育 医療 住宅    

213 教育 医療 商業 娯楽 2 住宅  

216 教育 商業 宿泊 住宅   

225 行政 教育 文化    

239 教育 商業 住宅    

245 行政 医療 商業 住宅   

251 行政 医療 住宅    

256 教育 医療 住宅    

259 行政 教育 文化 医療 商業 住宅 

262 教育 医療 商業 住宅   

263 教育 商業 住宅    

265 教育 医療 住宅    

281 教育 医療 商業 住宅   

286 行政 教育 商業 住宅   

302 行政 教育 商業 宿泊 住宅  

303 教育 医療 娯楽 2 住宅   

313 教育 商業 住宅    

319 行政 教育 文化 商業 住宅  

321 教育 商業 宿泊    

322 教育 文化 医療 宿泊 娯楽 2  

327 教育 医療 商業 住宅   

328 教育 医療 住宅    

329 教育 文化 商業 宿泊 住宅  

333 教育 医療 商業 住宅   

336 教育 文化 医療 商業 娯楽 2 住宅 

344 教育 医療 商業 娯楽 1 住宅  

349 教育 商業 宿泊 住宅   

352 教育 商業 住宅    

358 教育 商業 住宅    

359 教育 商業 住宅    

361 行政 教育 文化 商業 宿泊 住宅 

365 行政 教育 文化 商業 住宅  

367 教育 商業 宿泊 住宅   

369 教育 文化 商業 住宅   

371 教育 商業 住宅    

このように多様な施設の用途で構成される災害時の自

立生活圏構築可能な地区は名古屋市全域で示された． 特
に民間施設との連携も可能な地区が多数あることが分か

った． 

事例地区の検討

４章で検討した結果を総合的に考え，災害時自立生活

圏の構築可能地区の選定された地区の中に5章(2)で検討

した用途が立地しているかを確認した． 
163ヶ所の中，代表的なエリアを例として挙げる． 
民間施設中心の事例地区は，自立分散型電源の導入可

能地区の適合度はショーピングモールのエリアはAラン

クで，周辺地域はBランクである．更に，クラスターは

39棟で構成されており，クラスターの総面積は601,848.71
㎡であり，総熱消費量は444,203,285.00MJ/年である．単

位面積当たりの熱消費密度738.06 MJ/年で，基準値の約

1.76倍である． 
各データを総合し事例地区の面的に区画すると総面積

は550,916.04㎡である（図11）． 
 

図 民間施設中心の事例

 
公共施設と民間施設の事例地区は，自立分散型電源の

導入可能地区の適合度はAランクである．更に，クラス

ターは5棟で構成されており，用途は，区役所-パチンコ

店-住宅になっている．クラスターを構成する建物の総面

積は32,523.08㎡であり，総熱消費量は19,066,884.75MJ/年
である．単位面積当たりの熱消費密度738.06 MJ/年で，基

準値の約1.39倍である（図12）． 
 

図 公共施設―民間施設連携可能地区の事例
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である．用途構成をみると，教育-医療が22ヵ所で最も

多かった．  

エネルギー消費パターンの特性から検討した民間施設

と連携を測れる施設として，宿泊は8ヶ所，娯楽2は6ヶ

所である．

 
表 5 教育施設と連携する建物用途の構成 
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圏の構築可能地区の選定された地区の中に5章(2)で検討
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店-住宅になっている．クラスターを構成する建物の総面

積は32,523.08㎡であり，総熱消費量は19,066,884.75MJ/年
である．単位面積当たりの熱消費密度738.06 MJ/年で，基

準値の約1.39倍である（図12）． 
 

図 公共施設―民間施設連携可能地区の事例
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６．まとめ

本研究では，低炭素社会への動きなど，時代の潮流に合

わせ，自立分散電源の導入により，大規模災害が発生して

も安定的にエネルギーを確保しながら，災害時には自立的

生活が可能な圏域を構築に向けて，その可能性として，エ

ネルギー消費密度と熱利用建物の密度，熱利用建物のクラ

スター，官民連携可能施設などを検討した．本稿では，災

害時自立生活圏の構築に当たって，エネルギー消費密度の

空間的分布に焦点をあてて検討した．

また，膨大な避難ニーズに応えきれないという避難所問

題に焦点をあて，避難空間を劇的に増やすという視点から

災害時遊休民間施設の代表的例としてのパチンコ店と指定

避難所の連携による活用に着眼し，エネルギーを安定的に

確保したコミュニティの新たな避難拠点として災害時自立

生活圏を構築し，その活用可能性に焦点をあてて検討した．

本研究から得られた結果を以下に記す．

① 名古屋市全域の電力・熱のエネルギー消費密度の特性

を分析した．電力も熱も中心部である中区戸南部の港

区で消費密度が高いし，また，主要幹線道路沿いで消

費密度が高く，線の形をしていて，熱の場合，電力と

違って，消費密度の空間的分布が破片的であり，熱消

費建物の規模は小さく，かつ消費密度は高く，小規模

で熱の融通が可能なエリア構築ができると考えられる．

② 自立分散型電源の導入可能地区の分析では，電力消費

密度，熱消費密度，熱利用建物密度を適合性スケール

のデータを重ね合わせ ～ ランクに分けて と ランク

を自立分散型電源の導入可能地区とした．導入可能地

区は国道 号線，県道 号線，環状線など，幹線道路

かつ緊急郵送道路に指定されている道路沿いに導入可

能地区が多い．

③ 延床面積 ㎡以上の建物を対象に，熱融通の可能

性を分析した．その結果，総 ヶ所のクラスターが

あり，そのうち， 棟以下の小規模のクラスターが多

く，事業性，環境性，防災性を確保しつつコミュニテ

ィレベルでの小規模なクラスターを利用し，災害時自

立生活圏の構築が可能であることが分かった．

④ 施設連携のため，建物用途別電力と熱のエネルギー

消費量の関係を分析した．民間施設連携施設として

は，宿泊施設，医療施設，娯楽施設があり，そのう

ち，前報 の災害時遊休民間施設としての代表的な

施設であるパチンコ店を中心に分析したコミュニテ

ィの新たな避難拠点としての活用可能性について，

量（収容力），地理的立地特性，空間分布特性の点

から，その活用可能性は高いとの結論に加え，エネ

ルギーの自立性を確保する観点から検討し，消費密

度の高さや立地的特性から災害時自立生活圏の構築

が可能であると期待される．

⑤ 公共施設を中心に連携できるクラスターを検討した結

果，行政 医療，行政 教育，教育 医療などの用途の構

成が多かった．さらに，宿泊，娯楽施設などエネルギ

ー消費パターンが非常に大きい施設との連携が可能な

クラスターもあり，前報3)で分析したパチンコとの連

携を行う場合には，避難容量の増加とともに様々な避

難生活支援施設を連携する場合には，このような官民

連携による多様なパターンのクラスターを活用すれば，

地域のニーズに合わせた多様な災害自立生活圏の構築

が可能と考えられる．

以上のように，大規模災害が発生しても安定的にエネル

ギーを確保し，災害時自立生活圏の構築可能性は，エネル

ギー消費密度と熱利用建物の密度，熱利用建物のクラスタ

ー，官民連携可能施設などを検討し，エネルギーの自立性

を確保する観点から消費密度の高さや立地的特性から災

害時自立生活圏の構築が可能である地区があることが分

かった．

なお，避難施設のエネルギーに関しては，避難施設の

防災機能の強化（文部科学省），屋上に太陽光発電事業

（名古屋市）など様々な取り組みを行っている．これは

災害時に避難所に避難した人を対象とする．

本研究では，健康な人たちが災害時に避難生活と日常

生活を並立し，一時的に発生する避難者を対象にし，避

難者は自宅との往復を適宜行いながら必要な支援を受け

られる最低限の生活基盤が確保された空間を想定してい

ることから，発電施設が設置された建物だけではなく，

周辺地域へのエネルギー供給という地域貢献の観点から

エネルギーの面積利用の可能性を検討した  
このように，避難所での避難生活と自立的避難生活に

区分し，役割分担を明確にすることにより，避難所で避

難生活をしなければならない人に対しては，避難所本来

の役割と機能を強化することができるし，自立的避難生

活が可能な人は避難生活と日常生活を両立することがで

きると考えられる．これは避難所の需要を減らすとの側

面と避難所の避難生活環境の改善にも寄与できると考え

られる． 
 
 
７．終わりに

 
本稿では，大規模災害が発生しても安定的にエネルギ

ーを確保し，災害時自立生活圏の構築可能性として，エ

ネルギー消費密度と熱利用建物の密度，熱利用建物のク

ラスター，官民連携可能施設などを検討し，一連の空間

に拠点になる可能性があることが明らかとなった．ただ

し，本研究で得られた結果は，名古屋市の空間特性，都

市構造に依存したものであり，他都市への適用可能性に

ついては検討が必要とされる． 
エネルギーの面的な利用においては，様々な課題があ

る．まず，エネルギーの面的な利用の事業推進上の課題

である．都市開発事業との連携により推進することが考

えられるが，再開発等の都市開発計画を策定する際に，

平常時と災害時を考慮したエネルギー拠点の構築という

視点が乏しい．近年の脱炭素社会構築のための多様な制

度と連携して推進する方策と，本論文で提案する現在の

地域にあるクラスターを考慮することが必要であると考

えられる． 

また，エネルギー効率性を高めるための課題である．

効率性を上げるには熱需要を確保することが重要である． 

せっかく都市開発事業によりインフラ整備が行われ，エ

ネルギーの面積利用が可能となったとしても，建築物の

更新により熱需要が減る可能性もある．  

イギリスでは民間建築物において都市計画的に導管の

接続義務を付与している．どころが日本では，接続が義

務化されてない ．したがって，建築物更新時に導管へ

の接続を促進・支援する方策と周辺建築物の新規接続の

誘導方策等についての検討が必要と考えられる．  

また，事業推進時のコストに関する課題である．事業

推進に当たっては，大きなコストが発生する．コストの

問題を乗り越えるためには，費用便益分析において，災

害時に周辺地域に最小限の避難生活ができるよう，エネ

ルギーを供給する地域貢献をベネフィットとして定量化

し，費用便益分析を実施し，公共投資を促進する方策も

検討する必要がある． 

249
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今後の研究としては，実際に地域の災害対応力の向上

につなげるためには，指定避難所と災害時に活用可能な

遊休民間施設，融通施設との連携を具体化させるための

各地区ことにエネルギー使用量と融通量など定量的な検

討が必要である．特に民間の施設が中心になるため，運

営的な側面からの検討が重要である．そのため，行政に

おける防災計画からの方策の検討，官民連携のあり方，

被災者視点からの連携方策，民間企業の視点からの推進

方策，さらに拠点機能を構築するための導管の連結方法

など技術的支援策等が必要とされると考えられる． 
災害時の対応資源と社会の対応ニーズの間に大きなギャ

ップが存在するという防災の根本問題の解消に向けて，災

害時自立的避難生活をし，対応需要を減らすという観点か

ら自立生活圏の構築と災害時遊休民間施設の発掘を行うこ

とは非常に重要な視点であることが明らかになった． 
 
 
補 注 

日本建築センター：都市における地域冷暖房の建設技術に

関する研究では，熱負荷密度を地域冷暖房導入地区の選定の際

に高熱消費密度として，熱負荷密度指数 1.0Tcal/ha ・年

（4.2TJ/ha・年）以上の地区が大気汚染防止効果，経済効果ある

と研究結果として出した．自立分散型エネルギー拠点に関する

多数の研究では，この基準値を用いて，分析が行われている． 
名古屋市の建物用途別現況調査データの建物用途分類

娯楽施設は娯楽施設 1と娯楽施設 2に区分され，娯楽施設 1は
劇場，映画館，ラブホテル，マッサージ室などの遊興施設であ

り，娯楽施設 2 はボウリング場，プール，カラオケ，パチンコ

などの体育文化施設などが該当する． 
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   Recently, due to continuous increase of the scale and intensity of torrential rains and typhoons, the flood risks for 
hinterlands of existing disaster prevention facilities are increased. To protect human lives from these events, soft 
measures should be implemented as well as hard measures. The purpose of this study is to understand typical inundation 
patterns of the Tomoe River, Shizuoka, for big typhoons with high storm surges and to propose a new method for 
selecting locations of evacuation shelters that effectively reduces the number of victims. With the method, new 
evacuation shelters which would minimize the number of victims were suggested, but it was found that early evacuation 
was more effective than the establishment of new evacuation shelters for this area. 
 
Keywords: flood, storm surge, evacuation, inundation simulation, reallocation of shelters 

 
 
１．はじめに 
 

近年，豪雨や台風の規模，強度が大きくなり，河川や

海岸の水位が堤防などの防災施設の計画値を超え，越流

や破堤といった被害が生じている ．  
2019年の台風19号襲来時には，国が直轄管理する河川

で決壊した堤防が5県7河川の12か所であった ．このう

ち千曲川（長野県長野市）と阿武隈川（福島県須賀川

市），吉田川（宮城県大郷町）の計3か所の堤防は，いず

れも整備が終わり完成していた堤防で決壊が発生した ．

このように，堤防整備などのハード対策が既に完成して

いても，被害の抑止には限界がある．したがって，洪水

に対しては，堤防整備などのハード対策のみならず，避

難を中心としたソフト対策も必要となっている．一方，

洪水における避難に対しては，避難勧告や避難指示が発

令する前の段階で避難する「早期避難」が強く勧奨され

ているものの，現状は避難遅れによる被災が多く発生し

ている． 
2018年7月の西日本豪雨で108人の死者を出した広島県

では，7月6日午後7時40分ごろに特別警報が発表され，同

10時半までに30市区町の計約217万人を対象に避難指示な

どが出されたが，実際に避難場所まで避難したのは10時
半時点で1%に満たない約6千人であった．行政の呼びか

けが避難に結びつかない実態が浮き彫りになった ．ま

た，兵庫県では多くの住民が逃げ遅れにより犠牲になり，

犠牲者の中には自宅で命を落とした人も少なくなかった

． 
洪水による浸水災害は津波と異なり，予測技術の向上

などにより，ある程度予測が可能になっている ものの，

河川氾濫などの発災時点を正確には予測できない．その

ため，できる限り安全な避難をするためには，避難遅れ

の場合でも氾濫水に遭遇しない可能性が高い避難経路を

設定し，事前避難計画を立てることが重要と考えられる． 
北村ら は，避難者が津波に遭遇せずに避難するため

に移動開始すべき時間である「避難猶予時間」に着目し，

避難猶予時間を最大とする避難経路を選択することで津

波遭遇を回避できるよう避難路探索アルゴリズムを開発

し，洪水避難中に氾濫水に遭遇する避難者の期待人数が

最小となるよう計算モデル化した．ここで，北村ら ，  

は避難途中に津波に遭遇しない条件で移動開始すべき，

地震発生からの経過時間，すなわち避難猶予時間を計算

し，この与えられた避難猶予時間分布を避難開始地点か

ら大きくなる方へ遡ることで，避難猶予時間を最大とす

る避難所と避難経路を設定した．それを氾濫水遭遇まで

に最も時間的猶予を与える避難経路を猶予最大経路と定

義し，その模式図を図1に示した．図1の赤色矢印で示す

経路がほかの経路に対し避難猶予時間が最大となる経路

である．これにより避難開始や移動時間に遅れが生じた

場合も最も津波に遭遇しにくい経路が得られる．これを

用いて避難困難地域の探索や最適避難所割り当てを行う
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ことで，図1の緑色の矢印で示す最短経路による避難より

被災者数を減少させられることを示した． 
濵田ら は，高知県須崎市を対象として住民意識，避

難行動や避難場所に関するアンケート調査を行い，その

結果を考慮した避難行動シミュレーションや避難場所配

置計画を行っている． 濵田ら の「避難する際どの方向

に避難するか」というアンケート結果によると，「方向

に関係なく安全な場所に避難する」と答えた人が51%を

占めており，避難の際には方向は考えないという人が多

いことが明らかになった．しかし，災害前にあらかじめ

避難方向や経路などを考えずに避難する場合，避難途上

のハザードによって災害に巻き込まれ，被災する可能性

が高くなると考えられる．すなわち，より被災者数を減

少させるためには，災害前にあらかじめより安全な経路

などを考えておくことが重要と考えられる． 
沿岸低平地においては，高潮による浸水についても検

討する必要がある．特に，台風などによる豪雨災害にお

いては，洪水と同時に高潮が発生することが懸念され，

洪水・高潮同時生起による沿岸低平地の浸水災害が起こ

る可能性が指摘されている． 
そこで本研究では，これらの問題を検討する一例とし

て静岡県静岡市の巴川下流域および沿岸域を対象に，巨

大台風を想定した高潮と河川洪水の同時生起を考慮した

避難を考え，まず，典型的な浸水パターンを把握するこ

とを目的とした．続いて，災害と遭遇せずに安全に避難

方法を確立するため，北村ら ， が開発したモデルK19を
用い，避難猶予時間に基づく猶予最大経路の設定および

避難所の割り当てなどを把握することを目的とした．ま

た，被災者数を減少させるため，新たな避難所設置位置

を探索する手法を考案し，その効果を検討することを目

的とした． 

２．研究対象地 
 

巴川は静岡県静岡市葵区北の麻機地区に源を発し，清

水区市街地を貫流して清水港に注ぐ 2 級河川である ．

静岡県によると，巴川は，河道の主要区間が低平地であ

るという地形的特徴から排水不良であるとともに，近年，

流域の都市化の進展に伴う洪水流出量の増大により，浸

水被害が頻繁に発生している．このため，昭和 53 年より

総合治水対策事業を導入し，流域一体で治水安全度の向

上を図り，平成 16 年度に時間雨量 58mm に対応する整備

が完了したが，氾濫した場合の被害の大きさに比して安

全度は未だに十分とは言えない ．特に，静岡県静岡市

の巴川流域総合治水対策協講会 によると，巴川河口か

ら約 3km～7km の領域では，周辺に比べて標高の低い窪

地地形であり，氾濫水が溜まりやすい地形特性である．

この特徴は，国土交通省国土地理院 の標高データを用

いて作成した 図 2 で確認できる． 
このような地形的特徴のため，巴川は古くから洪水氾

濫を繰り返してきた．静岡地方気象台観測史上最高記録

となった昭和 49 年 7 月の豪雨は 24 時間連続雨量 508mm
を記録し，床上浸水約 12,000 棟，床下浸水約 14,000 棟の

大規模な被害をもたらした．また近年においても，平成

15 年，16 年の局地的な集中豪雨などにより，流域での内

水被害が頻発している ．一方で，巴川の河口域では，

高潮による浸水被害も発生しており，2019年の台風 19号
の時には，気圧低下と強風で港内の海水面が大幅に上昇，

既往最大高潮が観測され，沿岸域の浸水被害が発生した．

このように巴川下流域および沿岸域では，洪水による河

川の氾濫とともに高潮による沿岸域の浸水被害も頻繁に

発生している．特に台風来襲時には，豪雨と高潮が同時

に発生することが危惧されるため，洪水とともに高潮が 
同時に発生することを考慮し，洪水・高潮同時生起を想

定した対策が必要と考えられる． 
本研究では，図 2 に示した，静岡市清水区の巴川河口

から約 7km になる地点までである下流域および沿岸域 

図 対象地域の標高（静岡県静岡市清水区巴川周辺）

図 猶予最大経路の模式図（北村モデル ）

（出典：北村ら ），複数の破堤シナリオを考慮した河川

洪水からの最適避難経路の計算， ）
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を研究対象地として設定し，巨大台風を想定した高潮と

河川洪水の同時生起を考慮した避難を検討した． 
 
 
３．浸水シミュレーション 
 

本研究では，巴川下流域および沿岸域の浸水パターン

や浸水開始時間を把握するため，iRIC 研究会による河川

氾濫および津波氾濫解析が可能な数値シミュレーション

プラットフォーム iRIC の Nays2DFlood ソルバー を用い，

浸水シミュレーションを行った．

浸水シミュレーション条件

標高データ
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浸水シミュレーション結果

表 1 の条件を用い，洪水・高潮同時生起の浸水シミュ
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域の浸水パターンや浸水範囲などが把握できた．
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図 4(c)は，計算開始 16 時間 10 分後の浸水の様子であ

り，この時沿岸域で海域からの浸水が開始している．こ
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口から約 3.5km までの領域は，洪水のみによる浸水範囲

を示している図 6(a)と大きく異なり，洪水・高潮同時生

起の影響が大きいことが確認できた．また，このことは，

図 5 の河川内水位の変化において，河口から 3.65km 地点

まで潮位の影響と考えられる水位の変動が観察されるこ

ととも整合する．

また，洪水・高潮同時生起のシミュレーション結果は，

単純に洪水，高潮，各々単独の結果を重ね合わせたもの

ではなく，図 6(c)のように河口から約 3.5km までの領域

表 浸水シミュレーションの条件

図 巴川水位観測所および川底標高
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は，洪水・高潮による河川内の水位上昇により，洪水，

高潮，各々単独の結果より深い浸水深および広い浸水範

囲を表している．

また，本計算では，年超過確率 1/50 規模の降雨を想定

した能島地点基準の計画高水流量580m3/sを用いて浸水シ

ミュレーションを行った結果，約273m3/sで能島地点上流

から氾濫が開始する結果となった．この数値は，平成 22
年 3月に策定された同地点の河川整備計画流量 310m3/sと
近い数値であり，巴川の現状を考えると概ね妥当なシミ

ュレーション結果と考えられる．なお，令和 3 年 4 月に

変更された河川整備計画では年超過確率 1/10 規模の降雨

が想定されており，能島地点の計画流量は420m3/sと設定

されている ．

巴川流域での洪水・高潮同時生起の氾濫を想定した場

合，氾濫のタイミングや規模（最大流量）を推し量るこ

とは難しいものの，下流域での内水氾濫が主となるケー

スを除けば，本シミュレーション結果は代表的な氾濫の

状況を再現したものと考えられる．

本浸水シミュレーションの結果を避難シミュレーショ

ンに適用するため，図 7 に示しているように浸水開始時

刻分布を求めた．図 7 の浸水開始時刻は，氾濫が始まる

氾濫開始時を基準に，該当地点に浸水が到達する（浸水

深が 10cm を超える）までの時間を示している．

４．避難シミュレーション 

一般に，浸水開始時点を予想することは困難である．

一方，浸水開始時点が分からないということは，避難途

上で浸水領域に遭遇するということが起こりえることを

意味する．これを極力避けるためには，予めハザードが

予想される地域を迂回するように避難路を設定すれば良

いわけであり，浸水の進行状況が予想できれば，災害に

遭遇せず安全に避難できる可能性の最も高い避難ルート

が設定できる． 
本研究では，避難者がハザードの状況を十分に把握で

きていない条件下で浸水開始直前避難や避難遅れが起こ

ることを想定し，避難開始が必要な災害発生からの経過

時間である避難猶予時間に基づく避難所の割り当ておよ

び猶予最大経路の設定など行い，その上で，被災者数を

減少させるための新避難所設置位置の探索を行った．  

避難シミュレーション条件

人口情報および道路情報の設定

避難シミュレーションを行うため，図 7 の浸水開始時

刻とともに人口情報および道路情報が必要である．

避難最終ゴールである避難所まで到達できず災害に遭

遇する被災者数を把握するため，政府統計のe-Stat  から

図 洪水・高潮同時生起の時系列浸水シミュレーション結果
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人口情報を取得し，研究対象区域である図 2 に居住して

いる人口数およびの浸水区域内に居住している人口数を

把握した．なお，本研究での対象は夜間人口であり，こ

の想定での浸水区域内居住者を避難対象者と定義する．

また，国土地理院基盤地図情報 から建物情報を取得

し，GIS プログラムを用い研究対象区域内の建物の面積

を求め，建物面積に人口数を結合し，人口分布を仮定し

た．図 8 で建物 1m2 当たりに換算した人口分布を示した．

白線は浸水範囲を示し，白線の中の人口数が避難対象者

6,354 人になる．建物の面積が大きいほど多い人口が与え

られる．また，ここで，建物の階数は考慮していない．

また，避難経路を設定するための道路情報も，国土地

理院基盤地図情報 から取得し，図 9 のように GIS プロ

グラムを用い研究対象区域内の道路情報を得た．

避難者情報の設定

避難者情報の設定とは，避難者の避難開始時刻および

避難速度の設定をいう．本シミュレーションでは，高齢

者などの避難者の多様性は考慮せず，避難者全員の避難

開始時刻および避難速度を同一に設定した．避難開始時

刻は氾濫開始後 0，2，4，6，8，10 時間の 6 ケースを設

定した．また，避難速度については，全員徒歩避難を仮

定し，国土交通省の避難状況などの調査  による平均徒

歩速度 2.24km/h を採用した．

避難所の設定

設定した避難所は，巴川の洪水ハザードマップ を参

考とし，巴川下流域および沿岸域に指定されている避難

所の合計 45 か所とした．図 7 は，本シミュレーションに

よる浸水範囲，氾濫開始時を基準とした各地点の浸水開

始までの時間および設定した 45 か所の避難所の位置を示

している．

ここで，本研究では，避難者が安全にハザードを抜け

出すことを第一の目的と考え，避難者が浸水区域外に脱

出し，猶予最大経路上の最も近い避難所に避難すること

を避難完了とした．すなわち，避難所の受け入れ可能人

数に関わらず，避難者が猶予最大経路上の浸水区域外の

避難所に到達したことをもって，安全な場所に避難でき

たと判断したため，避難所の受け入れ可能人数を制限し

ていない．実際の避難所の受け入れ可能人数を考慮する

としても，とりあえず猶予最大経路上の最も近い避難所

に一時的な避難を行い，そこから改めて 2 次的な避難を

図 最大浸水深および浸水範囲 洪水のみの場合 高潮のみの場合 洪水・高潮同時生起の場合

図 シミュレーションにおける各地点の河川水位時系列変化
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するなどの手法も考えられる． 
 

避難シミュレーション結果

避難猶予時間および避難所割り当ての結果

避難猶予時間による避難所の割り当ておよび猶予最大

経路の設定などをするため，上述した避難シミュレーシ

ョンの条件設定および取得したデータを用い，図 10 に示

したように避難猶予時間と避難所割り当てを求めた．こ

こで避難所割り当てとは，猶予最大経路により各避難者

が安全に避難するため割り当てた避難所である．また，

図 10(b)に示しているように，色毎に避難者が向かう避難

所の位置が異なることを意味する． 
猶予最大経路による避難所割り当ての結果，巴川下流

域および沿岸域に指定されている避難所の合計 45 か所の

中で，実際に避難者が避難する避難所は図 10(b)で各色丸

に示している 22 か所であることが確認できた．図 10(b)
では，色毎の浸水区域に位置している避難者が，その区

域と同一の色の避難所に避難することを示している． 
被災者数の計算

図 8 の建物 1m2 当たりの人口分布のデータを用い，避

難開始時刻による被災者数を計算した．ここで，浸水域

内に居住している総人口数を避難対象者数と定義し，避

難対象者において避難開始時刻による避難者と被災者数

を計算した．また，被災者数は最終ゴールである避難所

まで避難できない人数と定義している． 
避難開始時刻を氾濫開始後から 0，2，4，6，8，10 時

間と設定した場合の，それぞれの洪水，高潮，各々単独

とともに洪水・高潮同時生起発生した場合の災者数を求

めた．その結果を図 11，図 12，図 13 に示した． 
これより，避難開始時刻が遅くなるほど被災者が増加

していることが分かる．また，各災害による浸水範囲が

異なることにより，避難者数が異なる． 
特に，図 11 と図 13 による被災者数を比較すると，避

難開始時刻 0 時間から 4 時間までの被災者数は一致して

いるが，避難開始時刻 6 時間の計算結果からは洪水・高

潮同時生起の場合がより多い被災者数を示していること

が確認できる．これは，高潮により河川の水位上昇が影

響を与えたと予想できる．また，図 13 により，避難開始

時刻 2時間から 4時間までの 2時間で，被災者数が 2倍以

上増加していることが分かる．わずか 2 時間で被災者数

が急増することより，本研究の対象地区では早期避難開

始を促す情報提供とともに，被災者数を減少する新たな

避難所の設置が必要と考えられる． 
猶予最大経路

本研究では，図 10(b)に示している避難所割り当てを考

慮し，割り当てられた各避難所までの避難経路を確認す

るため，浸水区域内で任意の 20 か所程度をサンプル避難

開始地点として設定し，その地点から各避難所までの猶

予最大経路について解析を行った． 
図 14は研究対象区域内の避難道路を示した上で， 各サ

ンプル避難開始地点からの猶予最大経路を示している．

その結果，猶予最大経路は，災害に遭遇せず，安全に避

難できる可能性が高まる反面，図 14 に示しているように，

避難経路が 1km 以上になる経路が多数確認され，避難所

までの所要時間が長くなる傾向が見られた．また，巴川

下流域および沿岸域の避難所が，河口から約 3.5km まで

図 建物 当たりの人口数

図 道路情報（赤線：道路）

図 浸水開始時刻
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が安全に避難するため割り当てた避難所である．また，
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被災者数の計算
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間と設定した場合の，それぞれの洪水，高潮，各々単独

とともに洪水・高潮同時生起発生した場合の災者数を求
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いるが，避難開始時刻 6 時間の計算結果からは洪水・高

潮同時生起の場合がより多い被災者数を示していること

が確認できる．これは，高潮により河川の水位上昇が影

響を与えたと予想できる．また，図 13 により，避難開始

時刻 2時間から 4時間までの 2時間で，被災者数が 2倍以

上増加していることが分かる．わずか 2 時間で被災者数

が急増することより，本研究の対象地区では早期避難開

始を促す情報提供とともに，被災者数を減少する新たな

避難所の設置が必要と考えられる． 
猶予最大経路

本研究では，図 10(b)に示している避難所割り当てを考

慮し，割り当てられた各避難所までの避難経路を確認す

るため，浸水区域内で任意の 20 か所程度をサンプル避難

開始地点として設定し，その地点から各避難所までの猶

予最大経路について解析を行った． 
図 14は研究対象区域内の避難道路を示した上で， 各サ

ンプル避難開始地点からの猶予最大経路を示している．

その結果，猶予最大経路は，災害に遭遇せず，安全に避

難できる可能性が高まる反面，図 14 に示しているように，

避難経路が 1km 以上になる経路が多数確認され，避難所

までの所要時間が長くなる傾向が見られた．また，巴川

下流域および沿岸域の避難所が，河口から約 3.5km まで

図 建物 当たりの人口数

図 道路情報（赤線：道路）

図 浸水開始時刻
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に集中していることも，避難距離が長くなることに影響

を与えていると考えられる．特に，河口から約 3.5km 地

点から約 7km 地点までの右岸では，避難所が浸水想定域

からかなり遠くに位置している． 
避難距離が長くなることは，避難率を減少させる可能

性があり，結果的に被災者数を増加させる恐れがあると

考えられる． 
避難所再配置の検討による被災者数の減少効果

上述の避難所の受け入れ可能人数の検討条件による避

難所割り当ての結果により，全 45か所のうち，23か所の

避難所は避難者が避難所として選択しないことが分かっ

た．そこで本研究では，より効果的に被災者数を減少さ

せるための新たな避難所設置位置について検討した． 
まず，避難所新設する候補地を探索するため，モデル

K19 を用い，研究対象区域の全域に対して 10m 間隔で道

路に隣接する地点を探索し，その各地点に避難所新設を

する場合の被害者数の減少量を計算した．図 15 の赤点は，

避難開始時刻が氾濫開始から 2，4，6，8，10 時間後のケ

ースによる避難所の候補地の中で，被災者数の減少量が

最も高い地点を意味している． 
その結果，図 15 により新設する避難所の候補地数は，

避難開始時刻により異なることが分かった．また，最も

被災者数を減少させる候補地点（図 15 での赤点）での被

災者数減少量も異なる．その結果を表 2にまとめた．表 2
は，避難開始時刻により，避難所を新設しなかった場合

の被災者数，最も被災者数が減少される地点 1 か所（図

15 での赤点）で避難所を新設した場合の被災しない人数

および避難所を新設しても被災する人数を計算した結果

を示している． 
本検討の結果から，被災者数を最も減少させる避難所

候補地が探索でき，その候補地に避難所を新設すること

により，確実に被災者数を減少させられることが分かっ

た．しかし，その減少率は 3%を超えず，避難所の新設に

かかる費用などを考慮すると，猶予最大経路による巴川

下流域および沿岸域での避難の場合は，避難所の新設よ

り早期避難の提案がより効果的だと考えられる． 

図 猶予最大経路による 避難猶予時間 避難所割り当て

図 避難開始時刻による避難者および被災者数

高潮のみの場合

 

図 避難開始時刻による避難者および被災者数

洪水・高潮同時生起の場合

図 避難開始時刻による避難者および被災者数

洪水のみの場合
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本避難シミュレーションにより，猶予最大経路による

巴川下流域および沿岸域での避難の場合は，災害に遭遇 
せず，安全に避難できる避難経路が確認できた．しかし，

避難距離および避難所までの所要時間が長くなる問題が 
確認され，それは避難率の減少やそれによる被災者数の

増加をもたらす恐れがあると考えられる．また，避難所

の受け入れ可能人数を制限していない場合，避難者が避

難所として利用しない避難所が，全 45 か所の中で 23 か

所であることが確認でき，それの代わりにより被災者数

を減少させる避難所位置を探索し，多数の新設候補地を 

 
得た．多数の避難所新設候補地の中で，最も被災者数を

減少させる候補地 1 か所に避難所を新設した場合，被災

者数は減少するもののその減少率は高くないことが分か

った．避難所新設について，多くの時間とともに費用が

かかることなどを考慮すると，現段階で猶予最大経路に

よる巴川下流域および沿岸域での避難の場合は，避難所

の新設より避難経路や避難所要時間が長くなることを考

えた早期避難の提案および避難誘導が被災者数を減少さ

せることがより効果的だと考えられる． 
猶予最大経路は，基本的に潜在的なハザードを避ける

ように設定されている．そのため，早期避難の場合でも，

氾濫開始時刻は概ね予測不可能なので，災害に遭遇せず

避難できる猶予最大経路による避難はより安全・有効な

避難であると考えられる． 

図 避難開始時刻による避難所新設の候補地点および避難所新設地点ごとの被災者数の減少量

表 避難開始時刻による避難所新設候補地 赤点

を加えて新設する場合の被災者数および減少率

図 猶予最大経路
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また，早期避難および避難誘導のためには，本研究で

得られた避難猶予時間や猶予最大経路等の情報を活用し，

より安全な避難情報や計画を住民に提供することが重要

であり，それにより被災者数の減少が期待できると考え

られる． 
 
 
５．まとめ

本研究では，静岡県静岡市の巴川下流域および沿岸域

について，洪水・高潮同時生起の複合災害シナリオを用

い，水工系数値シミュレーション・プラットフォーム

iRIC による浸水シミュレーションおよび北村ら ）による

避難経路探索モデル K19 を用いて，避難所割り当てや猶

予最大経路，また適切な避難所の配置などについて検討

を行った．その結果，以下の結論を得た．

➀ 浸水シミュレーションの結果，計算開始 8 時間 10 分

後に，河口から 5.9km 地点で流量が約 273m3/s，水位が

T.P.+3.37m となり河川の氾濫が開始した．さらに，計算

開始 20 時間後に浸水深および浸水範囲が最大となった．

また，巴川河口から約 4km~7km の領域での浸水被害が大

きいことが分かった．

➁ 猶予最大経路による避難所割り当ての結果は，対象

区域内に指定されている 45 か所の避難所の中で，避難者

が利用するものは 22 か所であることが分かった．それ以

外の避難所は，避難所の収容人数を制限しない条件下で

猶予最大経路での避難を想定する限り，利用されない避

難所と判断された．

➂ 猶予最大経路は，災害に遭遇せず安全に避難できる

反面，避難経路および避難所までの所要時間が長くなる．

このことは，避難率の減少および，それによる被災者数

の増加を招く恐れがあると考えられる．

➃ 本研究の想定条件により新たな避難所設置を検討し

た結果，被災者数を減少させる多数の候補地が探索でき

たが，その最大減少率は 3％を超えなかった．

猶予最大経路は，予想されるハザードを迂回するように

避難路を設定するため，浸水開始時刻が概ね予測不可能

である前提では，住民がより安全な避難計画を立てるた

めの有効な情報となると考えられる．しかし，避難所新

設については，その費用などを考慮すると，避難所の新

設より早期避難がより効果的だという考察に至った．一

方で，猶予最大経路は，最短経路避難に比べ避難経路を

長くすることとなり，このことが避難に際して住民が感

じる抵抗感を大きくする可能性は否定できない．新たな

避難所の設置はこの点については寄与する可能性が高く，

今後これらの要素も含めて十分に検討する必要があると

考えられる．
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