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　平成��年�月��日未明からの台風�号接近に伴う豪雨により，郡山市内を貫流する阿武隈
川では，水位（阿久津観測所）が��日の午前中から上昇しはじめ，��日����には計画高水位
まであと����に迫る最高水位�����を記録した．郡山市では，近年では昭和��年と平成��
年に甚大な浸水被害を被っており，今回の出水はこれらの洪水に匹敵する規模であったにも
関わらず，平成��年より実施された「平成の大改修」により，大幅な被害軽減効果があったと
報告されている（平成��年度水害の浸水戸数�����戸に対し今回���戸）．
　このように，郡山市における今回の水害による被害規模としては，郡山市が過去に経験した
水害に比べてさほど特記するほどの大きなものではなかったが，本調査では，特に以下のような�
ポイントに着目して調査項目を設定しており，この「分析Ⅰ」においては，これらの着目したポ�
イントに関する実態把握ならびにそれらの関連性に関して分析を行うことを目的としている．
�）�種々の災害種類の中でも洪水被害に関しては，その発生時点よりも前の段階において洪水
被害がもたらされる可能性を示唆する情報を時々刻々と入手することが可能な場合が多
い．この度の水害においても，台風�号は太平洋高気圧の縁を沿うように駿河湾・房総半
島・三陸海岸を通過したために，郡山市に避難情報が発令された��日朝よりも相当前の時
点から既に中部地方をはじめとした各地の被害をテレビ等の報道により知ることができる
状況であった．そこでここでは，台風接近時において時々刻々と変化する気象状況・周辺
状況・避難情報入手などの変化や，それと連動して変化してゆくものと考えられる住民の
危機意識・対応行動の変化に関して，その実態を把握するとともにその関連性について分
析を行う．

�）�郡山市では，平成��年に郡山市洪水ハザードマップの作成・公表を行っており，その後の
平成��年�月末水害の経験を教訓とし，平成��年�月に改訂版郡山市洪水ハザードマッ
プの作成・公表を行っている．今回の洪水はこの改訂版洪水ハザードマップが実際の水害
時に活用された初めての水害であり，その活用状況のみならず住民の受容や評価の状況が
注目されるところである．そこでここでは，この改訂版洪水ハザードマップの活用状況と
住民評価に着目し，その実態を把握することを目的とする．

以降では，このようなポイントに関して，下記の標題に関する�つの章を設け，それぞれに集
計・分析を行う．

��　台風接近時における住民の情報取得実態に関する分析
��　災害時における情報取得態度の規定要因に関する構造分析
��　台風接近時における住民の情報取得と対応行動の関連分析
��　改訂版洪水ハザードマップの活用実態と住民評価
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　分析Ⅱにおいては，郡山市における台風�号の被災地域におけるアンケート調査の集計結果
を，防災科学技術研究所「災害に強い社会システムに関する実証的研究」プロジェクトチーム
が次の�つの視点から，住民の防災行動を分析し，まとめている．
　ここでの視点の第一は，住民の水害に対するリスク認知，不安感，水害リスク受容，水害に
対する関心と，住民の防災対策行動との関係の把握である．第二に，住民の防災対策の一つで
ある水害保険の加入行動とその規定要因の把握である．第三に，治水対策の公平性の評価につ
いて，住民の世帯収入，ハザードマップによる居住地区の予想浸水深，床上浸水の発生可能性
の認知との関連の把握，第四に，大規模な河川改修の進展と，住民の水害危険度についての意
識の変化の把握である．
　これらの視点からの分析結果が，次の�つの報告書として示される．

��　水害に対する住民の意識と防災対策行動
��　水害保険の加入行動及びその規定要因に関する研究
��　水害政策に対する住民の公平評価
��　治水整備と洪水災害が住民意識に及ぼす影響
�
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　災害に強い社会を構築するためには，住民一人ひとり
が防災意識を高め，災害に備えて適切な防災対策を行う
ことが必要である．これまでにも，住民の防災意識の向
上と，防災対策行動の促進の必要性は繰り返し強調され
てきた．しかし，現状においては，住民の防災対策行動
が十分なレベルに達しているとはいいがたい．本研究で
は，水害の危険性が高い地域である福島県郡山市におけ
る住民アンケート調査の結果から，水害に対する住民の
意識と，防災対策行動の実態を把握した上で，防災対策

行動を促進するための方法について検討する．
������������	

　まず，世論調査の結果から，人々の防災対策行動の実
態について概観してみよう．平成��年�月に内閣府
（����）が実施した「防災に関する世論調査」によれば，
大地震が起こった場合に備えて，「携帯ラジオ，懐中電
灯，医薬品などを準備している」と回答した人は，
����％と半数未満であった．また，「貴重品などをすぐ
持ち出せるように準備している」と回答した人は����％
であった．その一方で，「特に何もしていない」と答え
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た人の割合は����％であった．
　��は，内閣府が実施した一連の「防災と情報に関す
る世論調査」および「防災に関する世論調査」におけ
る，大地震に対する防災対策の実施度をまとめたもので
ある．平成�年の阪神・淡路大震災の直後の調査では，
それぞれの防災対策を行っている人の割合は増加した．
しかし，震災から数年経過した現在においては，それぞ
れの防災対策行動の実施度は，横ばい，あるいは減少傾
向にあり，大地震に対して十分な防災対策を行っている
住民が多いわけではないことがわかる．
　水害についても，住民の防災対策行動は十分とはいえ
ないようである．平成�年�月に総理府（����）が実施
した「河川に関する世論調査」によると，河川の氾濫や
高潮などによる万一の水害に備えて，日頃心がけている
こととして，「避難場所や避難方法を考えている」と回
答した人は����％，「非常食料や医薬品などを備えてい
る」と回答した人は���％といずれも少数であった．そ
して，「特に考えていない」と回答した人は����％で
あった．
　また，平成��年に東京都生活文化局が行った「河川・
森林に関する世論調査」によると，「懐中電灯，救急医
薬品，食料等の防災用品を備えている」と回答した人は
����％，「家族がバラバラになった場合の連絡方法など
について，家族で話し合いをしている」と回答した人は
����％，「貴重品をすぐ持ち出せるようにしている」と
回答した人は����％であった．そして，「備えは何もし
ていない」と回答した人は����％であった．
　いずれの調査においても，水害に対して備えをしてい
る人は少数である．水害に対する人々の備えは，十分な
レベルに達しているわけではない．したがって，住民の
防災対策行動の現状を把握し，防災対策行動を促進する
ための方法を検討することは重要な課題である．
�����������

　人々の水害に対する防災対策行動が十分でない原因の

一つとして，住民の水害リスクに対する認識，すなわち
水害リスク認知が適切でないことがあげられる．
　これまで多くの研究で，人々が自然災害のリスクを正
しく認識することは困難であることが指摘されてきた
（�������������，����）．例えば，人々が水害を確率的でラ
ンダムな事象ではなく，周期的な事象として認識しやす
いことや，ある年に大水害が起こると，しばらくの間，
大きな水害は起きないだろうと考える傾向があることが
指摘されている．また，新たな堤防やダムなどの構造物
が建設されると，それによって���％完全に災害を防ぐ
ことができると考える人が多い．人々の自然災害に対す
るこのような考え方は，わが国における住民の水害リス
ク認知にも影響を与えていることが指摘できる．
　これまでのわが国の水害対策は，ダムの建設や河川堤
防の整備など，ハードの整備に依存してきた部分が大き
い．その結果，大規模な水害の発生頻度は低くなり，水
害による死者の数も減少している．ハード整備が進むに
つれて，多くの住民は水害を経験することがなくなり，
自分の住む地域では水害は起こらないだろうと考え，安
心してしまう．片田・清水（����）も，このような治水
整備に伴う，住民の過剰な安心感について指摘してい
る．
　世論調査でも，このような傾向を見ることができる．
先述の「河川に関する世論調査」では，自分の住んでい
る地域における水害に対して，����％の人が「安全」，
����％の人が「まあ安全」と回答している．実に�割近
い人は，自分が水害に対して安全な場所に住んでいると
考えている．安全だと思う理由としては，「現在住んで
いる土地は高台にあるので，水害の危険は全くない」と
回答した人が����％，「河川の堤防やダムなどの施設の
整備・改修がされているから」と回答した人が����％，
「今までに水害がなかったので，これからもないと思う」
と回答した人が����％，「近くに河川がないから，水害
の危険性はない」と回答した人が����％いた．
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　人々の多くは，自分が安全な場所に住んでいると考え
ている．実際に，住んでいる地域が水害の危険性が全く
ない場所であれば問題はない．しかし，都市化の進展に
伴う人口増加によって，国土面積の約��％を占める沖
積平野の想定氾濫区域内に，総人口の約��％が集中し
ているという指摘もある．実際には，水害リスクが存在
する場所に，人々は集中している．
　水害リスクの高い地域に住んでいる人々が，そのリス
クを意識していないこともある．例えば，����年の東海
豪雨災害の被災者を対象としたアンケートでは，住民の
約半数が「今回初めて水害の危険があると思った」と回
答している（瀬尾・佐藤，����）．このように，住民の半
数が水害の危険性はないと思っていたような地域でも，
水害は発生している．
　さらに，どんなに堤防やダムなどの施設の整備・改修
が進んでも，また過去に水害がなかったとしても，想定
外の降雨による水害のリスクは存在することを忘れては
ならない．長期的な観点からすると，計画規模を上回る
洪水は必ず発生する．自然災害に関してゼロリスクを達
成することは不可能である．人々は，自然災害のリスク
についてはゼロリスクが達成できないことを認識してい
るという指摘もある（中谷内，����）．しかし，一般論と
してはそうであったとしても，いざ自分のこととなる
と，ゼロリスクを信じやすいことが指摘できる．このよ
うなことをふまえると，住民が，地域の水害リスクや，
リスクというものの性質について正しく認識していない
可能性がある．したがって，防災対策行動を促進するた
めには，自分の住んでいる地域の水害リスクやその性質
について，住民一人ひとりが正しい認識を持つことが重
要である．
　自分の住んでいる地域の水害リスク情報を知るための
手段の一つとして，洪水ハザードマップがある．平成��
年の水防法の改正にともない，河川が氾濫した場合に浸
水が想定される区域を浸水予想区域として指定し，浸水
想定区域および浸水した場合に想定される浸水深を公表
することになった．そして，浸水想定区域や避難場所な
どをわかりやすく示した「洪水ハザードマップ」が市町
村によって作成されつつある．このような浸水予想に関
する情報の開示は，自分の住む地域の水害リスクについ
て正しい認識をするために役立つ．
　しかし，洪水ハザードマップは，リスク情報の提供と
いう観点からすると，必ずしも十分な情報が提供されて
いるわけではない．リスクとは，被害の大きさ（ハザー
ド）と，その被害が発生する可能性（確率）という二つ
の側面から定義されることが多い（池田・盛岡，����）．
しかし，一般的な洪水ハザードマップは，その名の通
り，被害の大きさ（ハザード）の指標といえる浸水深の
みが表示されているものが多く，そのような被害が，ど
のようなシナリオのもと，どの程度の確率で発生するの
かについて明確な記述をしているものはほとんどない．
また，表示されている浸水深は，さまざまなシナリオに
よる氾濫シミュレーションの結果を包括した最大浸水深

であることが多い．したがって，水害ハザードを理解す
るためには役立つものの，水害リスクを正しく理解する
ことは難しいことが指摘できる．洪水ハザードマップ
は，各家庭に配布される紙媒体という形が多いというこ
とから，記載可能な情報量も限定されているため，水害
に関する十分なリスク情報を記述することは困難であ
る．しかし，水害に関するリスク情報を提供する一つの
手段である以上，住民が洪水ハザードマップを見た結
果，どのように水害リスクを認識したのかについて検討
することは重要である．
������������	
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　防災対策行動を促進するためには，地域の水害リスク
について正しい認識を持つことが必要である．しかし，
水害リスク認知は，防災対策行動を促進するための必要
条件ではあるが，十分条件であるとはいえない．人々
は，リスクを認識した場合に，必ずしもそのリスクを低
減しようとしたり，回避しようとするとは限らない．例
えば，喫煙が健康におよぼす影響が大きいということ
は，多くの喫煙者が認識している．しかし，健康へのリ
スクを認識していても，そのリスクを認識しているすべ
ての人が禁煙するとは限らない．
　自然災害のリスクについても，このような指摘はされ
ている．�������������（����）は，自然災害のリスクに対
する人々の反応として，（�）リスクの無視，あるいは否
定する段階，（�）リスクを知覚しているが対策をしない
段階，（�）リスクを知覚しリスクを減らすための対策を
行う段階，（�）リスクを避けるために場所を移動する段
階の四つの段階があることを指摘している．人々は，自
然災害のリスクを認識しても，リスクを低減したり回避
したりする対策を行うとは限らず，リスクを無視した
り，リスクを知覚しても対策をしない場合もある．
　リスク認知とリスク回避行動との関連について，社会
心理学の分野では，恐怖喚起コミュニケーションに関し
て多くの研究が行われてきた．その初期における研究の
中で，���������	�
���
（����）は，強いリスクメッセー
ジは強い不安を引き起こすが，リスク回避行動に対する
態度の変容は引き起こさないとしている．その一方で，
���������（����）は，強い恐怖を引き起こすようなリス
ク情報は，態度変容を引き起こすとしている．このよう
な二つの矛盾する結論について，���������（����）は，
その人が持っているリスクに対する対処能力が，リスク
回避行動に対する態度変容と関連していることを指摘し
ている．つまり，対処能力が高い場合には，強い不安を
感じたときにリスク回避行動を取るが，対処能力が低い
場合には，強い不安を感じてもリスク回避行動を取らな
いという．
　現在，自然災害に関するリスク情報は，洪水ハザード
マップだけではなく，火山や地震などに関してもハザー
ドマップの作成が進み，リスク情報が公開されつつある．�
このようなリスク情報の公開が行われるのは，人々はリ
スクを知覚し，リスクがあることを認識すれば，リスク
を回避するための対策を行うだろうということが前提と
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なっているためである．しかし，�������������（����）�
の指摘によれば，人々はリスクを知覚しても，それを減
らすための対策を行うとは限らない．また，���������
（����）によれば，リスク情報が与えられても，対処能
力が低い場合には対策行動は取られない．したがって，
自然災害のリスク認知と防災対策行動との関連について
検討を行うことは，防災対策行動を促進するためには重
要である．
　これまで，本邦においては自然災害のリスク情報が公
開されることが少なかったこともあり，自然災害に関す
るリスク認知と防災対策行動との関連について，多くの
研究は行われていない．そこで，本研究では，水害に対
するリスク認知と防災対策行動との関連について検討す
る．
　リスクに対しては，認知的な成分と感情的な成分とを
区別して考えることが多い（����，木下，����）．そして，
恐怖喚起コミュニケーションの研究は，人々の行動がリ
スク認知よりも不安感や恐怖心といった感情に強い影響
を受けることを示したものであると解釈できる．水害に
関しても，水害が起きるかどうかといった認知的な判断
と，水害に対する恐怖心とを分けて考えることが有効で
あると考えられる．そこで，水害リスク認知と水害に対
する恐怖心とを区別して考え，それぞれが防災対策行動
の規定因として有効であるかを検討する．
　また，災害に関する情報に対する興味や関心は，防災
対策行動の規定因となることが予測される．洪水ハザー
ドマップには，水害に備えて，非常持ち出し品の準備な
ど，被害軽減のための方法が記載されている．このた
め，災害に関する興味・関心の高い人は，このような情
報を取得し，実際に防災対策を行う可能性が高い．そこ
で本研究では，リスク認知，不安感とともに，水害に対
する興味・関心もあわせて，防災対策行動の規定因とし
て取り上げ，それぞれの要因が重要な規定因となるかど
うか検討を行う．
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　本研究では，これまでの議論にもとづき，福島県郡山
市の住民を対象として，防災対策行動の実態を把握する
とともに，洪水ハザードマップのリスク認知，地域の水
害リスクに関する認識，恐怖心，水害に対する興味・関
心，防災対策行動の規定因について検討する．
　調査対象とした郡山市は，昭和��年のカスリン台風
や昭和��年のアイオン台風をはじめ，昭和��年の台風
��号，平成�年の台風��号など，繰り返し洪水による被
害が発生してきた地域である．今回対象とした地域は，
阿武隈川に面した地域であり，平成��年�月の水害でも
大きな被害が発生した．郡山市の中でも水害リスクの高
い場所である．
　郡山市は，水害対策の一環として早くからハザード
マップを作成し，公表してきた自治体である．平成�年
��月に最初のハザードマップが作成された後，平成��
年�月には，「洪水にそなえて　郡山市洪水避難地図

（洪水ハザードマップ）改訂版」が全戸配布された．ハ
ザードマップ公表の効果に関しては，これまでにも，い
くつかの研究が行われている（片田ほか，����）．しか
し，ハザードマップに示されている水害リスクに関する
情報を，住民がどのように理解しているのかについて，
十分な検討がなされているとはいえない．また，ハザー
ドマップの配布によって，住民の平常時の防災対策が促
進されたかどうかについて十分な検討は行われていな
い．そこで，本研究では，まずハザードマップが公表さ
れている郡山市の住民を対象として，住民はどのような
防災対策行動をしているのか，その実態を把握する．そ
して，ハザードマップ掲載されている情報から，住民は
どのように水害リスクを理解しているのかを検討する．
さらに，防災対策行動の規定因として，リスク認知，水
害への恐怖感，水害に関する情報に対する興味・関心の
三つの要因を取り上げ，防災対策行動を促進するため
に，どの要因が重要であるのかを検討する．そして，こ
れらの観点からの検討をふまえて，住民の防災対策行動
を促進するためのリスク情報の提供のあり方について議
論する．

�����
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　平成��年�月に郡山市の住民に対してアンケート調
査を行った．平成��年�月の台風�号で浸水被害のあっ
た二つの地域および，平成��年の豪雨で大きな被害に
あった一つの地域を調査対象とし，訪問配布，郵送回収
による悉皆調査を行った．配布数は，�����部で，���世
帯から回答を得た．回収率は，����％であった．
��������

　水害に対する備え，水害リスクの可能性，水害に対す
る意識などについてたずねた．具体的な質問項目は，以
下の通りであった．
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　「あなたの世帯では，現在，水害に対してどのような
備えをしていますか？」という設問に対して，「非常
食」，「非常用飲料水」など，計��項目から該当するもの
すべてに回答を求めた．また，その他の防災対策行動に
ついて自由記述で回答を求めた．
���������������

　地域や自宅の水害の可能性についてたずねた．まず，
ハザードマップを見たことがあると回答した人には，ハ
ザードマップに示されているような浸水被害が実際に発
生する可能性について，「今後�年の間に発生する可能
性」と「今後��年の間に発生する可能性」についてたず
ねた．また，すべての人に対して，将来，自宅が，床下
浸水する可能性と，床上浸水する可能性について回答を
求めた．
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　どのくらいの頻度で水害が発生する場合に，家屋の耐
水化を行うと思うかをたずねた．床上浸水する頻度とし
て，「���年に一度」，「���年に一度」，「��年に一度」，
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「��年に一度」，「��年に一度」，「�年に一度」の計�つ
の水準を用いた．それぞれの場合に，高床式にしたり土
台の盛り土をするなどの水害に強い家屋づくりをすると
思うかどうかについて，「�．する」，「�．しない」，「�．
わからない」の三つの選択肢から回答を求めた．
��������������

　水害に対する，リスク認知，不安，リスクの受容，関
心などについて質問した．それぞれの質問項目に対し
て，「�．そう思う」から「�．そう思わない」までの�
段階で回答を求めた．
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　各世帯の水害に対する備えは，��に示した通りであ
る．懐中電灯があると回答した人は，���名であり，回
答者全体の��％以上であった．また，携帯ラジオがある
と回答した人も���名と多く，��％であった．「災害情
報に注意する」と回答した人は，���名であった．��％
以上の人々が備えていると回答したのは，以上の�項目
だけであった．水害の危険性の高い地域を対象とした今
回の調査の結果としては，防災対策行動の実施度が低
く，世論調査の結果と比較しても，防災対策行動の実施
度は若干高い程度であった．
　ハザードマップが準備してあると回答した人は，���
名であった．郡山市ではハザードマップが全戸配布され
ているが，その割には住民のハザードマップの活用状況

は十分とはいえないようである．またハザードマップに
は，非常食や水を準備することが必要だと記されている
が，飲料水を用意していると回答した人は，��％，非常
食を準備していると回答した人は��％といずれも少な
かった．食料や飲料水に関しては，行政機関が備蓄して
いる場合が多い．郡山市もアルファ米やクラッカーなど
の食料の備蓄や，飲料用の貯水を行っている．配布され
ているハザードマップにも，各自が非常食や水を準備す
る必要があると書かれている一方で，避難所では食事や
水が用意されているとも記載されている．このため，住
民の中には，自分でこれらのものを準備する必要はな
く，避難所へ行けば，行政が配布してくれるものである
と考えてしまうことがある．しかし，すべての住民のた
めに十分な備蓄を行政機関だけで行うことは困難であ
る．また，一人ひとりの住民が十分な備えをしていれ
ば，その分，行政機関の経済的負担を軽減することがで
きる．行政機関は，行政機関の備蓄の量を明示するとと
もに，どのような理由で，どの程度の備蓄を各世帯で行
う必要があるかという点について，住民に対して情報を
提供することが必要である．また，その上で，可能なら
ば住民の食料や飲料水の備蓄を把握し，行政機関の備蓄
に関する負担を軽減することも，将来的には重要であ
る．
　防災訓練に参加するなど地域のコミュニケーションを
図ると回答した人も，非常に少なかった．これは，この
地域においても水害に強いコミュニティが構築されてい
ないことを示唆している．防災対策は，各家庭で行うこ

��� 各世帯における防災対策行動
���������������	�
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とが可能なこともある．しかし，緊急時の救援活動や水
防活動など，地域の連携によってはじめて力を発揮する
ものもある．このため，地域の連帯を強めるためのコ
ミュニケーションの活性化は，不可欠である．
　準備した選択肢が多かったためか，自由記述による回
答は非常に少なかった．記述を列挙すると，「何もして
いない」という人が�名いた．また，「引っ越しをしたい
けれど経済的に無理」，「改築，移転などをしたいが現実
的には無理」といった回答もあった．そのほかには，
「二階建てに住む」，「携帯の電池充電器を必ず備える」
などの回答があった．
��������������	

　��種類の防災対策行動の類似性，非類似性を検討す
るために，各世帯の水害に対する備えの回答をもとに，
平均ユークリッド距離を算出し，グループ間平均連結法
によるクラスタ分析を行った．その結果を，��に示し
た．さらに，多次元尺度法によって解析を行い，�次元
空間に表現したものが��である．
　��の横軸は，コストの次元と解釈することが可能で
あり，右にプロットされている防災対策行動ほど実施す
るためのコストが高く，左にプロットされている防災対
策行動ほど実施するためのコストが低いといえよう．縦
軸は，解釈が困難であるが，平常時か緊急時かの次元と
解釈することが可能であり，上には平常時の防災対策行
動が，下には非常時に関する防災対策行動がプロットさ
れている．
　この結果から，防災対策行動は，大きく�種類に分け
て考えることができる．一つは，携帯ラジオ，懐中電灯
の準備や，避難場所の確認，情報に注意するなど比較的
手軽にでき，実施度が高い防災対策行動である．もう一
方には，さまざまな防災対策行動が含まれるが，実施す
るのに比較的コストのかかる防災対策行動という点で類
似している．�階以上を居住空間にする，移転するなど，
簡単には実施できないことや，防災訓練や行政への河川
改修などの働きかけなどの項目が含まれていた．
　ハザードマップの確認は，クラスタ分析ではコストの
かかる防災対策行動に分類されたが，その中では，もっ
とも類似性の低い防災対策行動であった．郡山市では，
ハザードマップが全戸配布されているため，防災対策行
動としてのコストが低くなり，ハザードマップを準備し
ている人が増えたためと考えられる．しかし，ハザード
マップを準備している住民が多いとはいえないため，こ
のような情報をより身近に認識してもらうためのさらな
る工夫が必要である．
　クラスタ分析と多次元尺度法による分析の結果，コス
トに関する次元が抽出され，防災対策行動を行うかどう
かは，その防災対策行動に関わるコストと関連すること
が示唆された．つまり，面倒くさい防災対策は行われて
おらず，簡単にできる防災対策のみが行われているとい
える．
　本来，防災対策は，それに伴うコストが高いかどうか
という判断だけで行われるべきものではない．その対策

をすることによって被害が軽減される程度，すなわち防
災対策行動によるベネフィットや有効性が高いかどうか
という要因も重視されるべきである．これら二つの要
因，コストとベネフィットの両側面を比較して，コスト
に対してベネフィットの大きい防災対策を行うことが重
要である．しかし，分析の結果，防災対策行動の実施に
関してベネフィットの次元を確認することができなかっ
た．現在のところ人々が防災対策を行うかどうかは，コ
ストの認知に非常に強く関連しているだけで，防災対策
のベネフィットの評価はされていないことが示唆され
た．懐中電灯や携帯ラジオも，災害時に役に立つからと
いう理由で特別に準備しているわけではなく，普段から
家にあるものであり災害時にも使えるだろうといった認
識がされている可能性が指摘できる．
　このことからすると，防災対策行動を促進するため
に，二つの方法が考えられる．一つは防災対策行動の有
効性についての情報を住民に提供することである．確か
に，現段階においては，それぞれの防災対策を実施した
場合に，どの程度の被害が軽減できるのか，どのように
役立つのかといった情報は十分に提供されていないし，
このような点について正確な理解をしている住民は少な
いと考えられる．防災対策行動を促進するためには，そ
れぞれの防災対策を行った場合のベネフィットや有効性
の側面についての情報を提供する必要がある．このよう
な情報を提供することによって，コストが多少かかって
も，ベネフィットが大きいとわかった場合に，そのよう
な防災対策行動が促進されると考えられる．
　もう一つは，逆に，その対策を実行するためのコスト
を減らすという方法である．懐中電灯や携帯ラジオが防
災のために用意してあるわけではないことを指摘した
が，これは，決して悪いことではない．結果として，災
害時に役立てばよいのである．例えば，飲料水について
も，災害用に特別な水を準備するのではなく，普段使っ
ているミネラルウォーターを常に少しだけ買いだめして
おくとか，携帯電話などで普段から家族同士の連絡を密
にするとか，日常生活の中の行動が間接的に防災対策行
動になるように工夫することが考えられる．防災のため
という目的で特別に何かをすると，コストがかかりがち
であり，このようなことは長期に渡って継続することは
困難である．したがって，コストの低い，防災にも役立
つような生活の工夫を行うことが必要である．
������������	
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　水害に対する意識についてたずねた�項目に対して，
因子分析（主因子法・プロマックス回転）を行った．こ
の因子パターンを��に示した．第Ⅰ因子は，水害の起
こりやすさ，可能性などに関する項目であり，リスク認
知と解釈することができる．第Ⅱ因子は，水害に対する
不安感についての項目からなっており，感情的な成分と
解釈することができる．これら二つの因子間相関は，
���と非常に高かった．しかし，認知的な要素と感情的
な要素の差異について検討することは，リスク情報の開
示に関する知見を得るために有用であると考えられるた
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め，今後の分析では，水害に対するリスク認知と不安と
を弁別して検討することにした．今回の調査は，水害の
危険性の非常に高い地域の住民を対象としている．この
ため，この因子分析の結果が，住民一般の水害リスク認
知と不安感の意識構造を反映しているわけではないこと
をあらかじめ断っておく．
　リスク認知に関する項目の回答について見ると，まず
「今住んでいる地域は，水害が起こりやすい地域だ」と
いう質問に対しては，「�．そう思う」と回答した人が
����％と過半数を占めた．また，「�．どちらかというと
そう思う」と回答した人が����％であった．一方，「�．
どちらかというとそう思わない」と回答した人は���％，
「�．そう思わない」と回答した人は���％であり非常に
少なかった．「近々，また必ず洪水が発生するだろう」
という質問に対しては，「�．そう思う」と回答した人が
����％，「�．どちらかというとそう思う」と回答した人
が����％であり，あわせて��％を上回った．一方，「�．
どちらかというとそう思わない」と回答した人は���％，
「そう思わない」と回答した人は���％と非常に少なかっ
た．自分が居住している地域に対する回答者の水害リス
ク認知は高いといえ，水害が起こらないだろうと考える
住民は，非常に少数であった．
　「水害で，自分の家屋が床上浸水することがあると思
う」という質問に対して，「�．そう思う」と回答した人
は����％，「�．どちらかというとそう思う」と回答した
人は，����％であった．「�．どちらかというとそう思わ
ない」と回答した人は����％，「そう思わない」と回答
した人は����％であった．水害は起こらないだろうと考
えている住民は非常に少ないが，自分の家屋が床上浸水
しないだろうと考えている住民は��％以上いた．
　次に，不安に関する質問について見ると，まず「水害
のことを考えると，どうも落ちつかなくなることがあ
る」という質問に対して，「�．そう思う」と回答した人
が����％，「�．どちらかというとそう思う」と回答した
人が，����％であり，半数近い人々が，水害に対する不
安を持っていた．また，「雨が降るたびに，『水害が起こ
るのではないか』という不安にかられる」という質問に

対して，「�．そう思う」と回答した人は����％，「�．ど
ちらかというとそう思う」と回答した人は，����％であ
り，約半数の人々が，水害に対する不安を感じていた．
　このように，住民の水害に対するリスク認知や不安は
高い．しかし，先に見たように，防災対策行動の実施度
は，それほど高いとはいえない．この地域の多くの住民
は，�������������（����）の指摘する災害リスクに対する
反応の第二段階，リスクを知覚しているが対策をしない
段階にあるといえよう．人々は，リスクを認識していて
も，それに自分では対処できないと思っているために，
防災対策行動があまり実施されていないという可能性が
指摘できる．地震に関しては，耐震補強によってある程
度の被害を軽減することが可能である．しかし，破堤に
よる水害などは個人の力ではどうしようもない部分もあ
る．今回の調査対象地域が，阿武隈川のすぐ近くの地域
であったことから，水害についてこのような認識が強
かった可能性が指摘できる．水害に関する防災対策行動
について，どのような対処を行うと，どの程度の効果が
あるのかという対処有効性について，具体的で明確な情
報を提供することが必要である．また，このような点を
ふまえると，同じ自然災害のリスクでも，災害の種類に
よって対処有効性の認知が異なり，リスク認知と防災対
策行動との関連が異なる可能性も指摘できる．
������������	
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　��に，「あなたのご自宅で，郡山市洪水ハザード
マップに記載されているような浸水被害が実際に発生す
る可能性はどの程度あると思いますか」という質問に対
する回答の分布を示した．今後�年のあいだに発生する
可能性についての回答を見ると，「�．かなりあると思う」�
が����％，「�．非常にあると思う」が���％を占め，こ
れらをあわせると����％の人が可能性を高く認識して
いたといえる．今後��年のあいだに発生する可能性に
ついての回答では，「�．かなりあると思う」は����％，
「�．非常にあると思う」は����％を占め，約半数の人々
が可能性を高く認識していた．
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　郡山市の洪水ハザードマップは，���年確率の降雨に
対する最大浸水深を示した浸水想定区域図をもとに作ら
れている．このことからすると，住民の水害リスク認知
は非常に高くなっている．ハザードマップには，最大浸
水深のみで，その発生確率に関する記述がされていない
ために，住民は水害リスクを高く評価してしまうという
可能性を示唆する結果であった．住民が水害リスクに関
する正しい認識をするためには，ハザードに関する情報
だけではなく，水害の発生確率や水害のシナリオについ
ての情報も伝えるべきである．
�������������	


　将来，自宅が浸水する可能性についてたずねた結果を
示した．����は，将来，自宅が床下浸水する可能性に
ついての回答であり，����は，将来，自宅が床上浸水
する可能性についての回答である．過半数の人は，��年
に一度程度は，床下浸水があると考えていた．床下浸水
はしないと考えている人は，�％と少数である．床上浸
水に関しては，��年に一度以下と回答した人は，約�����
であった．約�����の人は，「わからない」と回答してい
た．これらの回答からも，住民の水害リスク認知が高い
ことがわかる．

�������������	
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　��に，「もし，仮にあなたの家が床上浸水する頻度
がわかった場合，あなたは，高床式家屋にしたり土台の
盛り土をするなど，水害を受けにくい家屋づくりをする
と思いますか」という質問に対する回答の分布を示し
た．�年に一度の割合で浸水する場合は����％の人が，
��年に一度浸水する場合は����％の人が，水害を受け
にくい家屋づくりをすると思うと回答している．しない
と回答している人は，�年に一度では����％，��年に一
度では����％と少なかった．��年に一度浸水する場合に
は，����％の人が，水害に受けにくい家屋づくりをする
と思うと回答しているが，����％はしないと回答してい
た．��年では，する人が����％，しない人が����％とな
り，する人としない人との割合が逆転する．���年に一
度の場合では，する人は����％と非常に少なく，����％
の人がしないと回答している．高床式家屋や土台の盛り
土など建築に関わる水害対策は，水害の頻度が��年に
一度程度起きるかどうかというところが，一つのキーポ
イントとなっていた．そして，���年に一度の割合で床
下浸水が起きる場合には，ほとんどの住民が水害に強い
家屋づくりをしようとしない．��年という期間は，世帯
を持っている人々の人生の長さからすると，人々が想像
するのに適当な期間であり，それ以上長い期間のことは
想像しにくいと考えられる．
　少なくとも水害に強い家屋の改修といった大規模な防
災対策行動の行動意図に対しては，水害の発生頻度の要
因が非常に明確に影響しているといえる．現在配布され
ている洪水ハザードマップには，最大浸水深しか記載さ
れていないが，どのくらいの頻度で，水害が発生するの
かという情報も住民にとっては重要な情報であると考え
られ，このような情報に関しても記述がされるべきであ
る．また，現在のハザードマップは，専門家によって
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���年に一度とか，���年に一度といった発生頻度を基
準として作成されている．しかし，このような低頻度の
情報は，水害について��年程度を基準として考えてい
る住民にとってはなじみにくく，理解しにくいものであ
ることが示唆された．
������������	
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　「新聞で水害に関する記事を見つけると，興味を持っ
て読むことが多い」という質問に対して，「�．そう思
う」と回答した人は����％いた．「�．どちらかといえば
そう思う」と回答した人は����％であった．一方，「�．
そう思わない」と回答した人は���％，「�．どちらかと
いえばそう思わない」と回答した人は���％と少数で
あった．
　「水害に関するニュースやテレビ番組があると興味を
持ってみることが多い」という質問に対して，「�．そう
思う」と回答した人は����％いた．「�．どちらかといえ
ばそう思う」と回答した人は����％であった．一方，
「�．そう思わない」と回答した人は���％，「�．どちら
かといえばそう思わない」と回答した人は���％と少数
であった．地域住民の水害に対する関心は高く，マスコ
ミを通じて情報収集しようとしている．
　また，「水害に関する情報を本やインターネットなど
でよく調べたりする方だと思う」という質問に対して
は，「�．そう思う」と回答した人は���％であり，「�．
どちらかといえばそう思う」と回答した人は���％で
あった．一方，「�．そう思わない」と回答した人は
����％，「�．どちらかといえばそう思わない」と回答し
た人は����％であった．インターネットによる情報提供
は，活発になってきているが，このような情報にアクセ
スする住民は，現段階ではそれほど多くない．
������������	
����	���

　水害に対するリスク認知，不安，興味・関心と，防災
対策行動の実施度との関連を検討した．実施度として
は，実施度の高かった「非常食」，「非常用飲料水」，「ハ
ザードマップ」，「携帯ラジオ」，「懐中電灯」，「避難場所
の確認」，「家族の連絡方法の確認」の�項目を用いた．
これらの項目に対して，「実施している」と回答した場
合には�点を与え，�点から�点で得点化した．リスク
認知と不安については，因子分析の結果にもとづいて，
項目平均を算出してそれぞれの得点とした．水害に対す
る関心については，�項目の平均を得点とした．そして，
防災対策実施度を従属変数とし，リスク認知，不安，関
心の三つの尺度を独立変数として，強制投入法による重
回帰分析を行った．その結果，防災対策行動の実施に対
して，関心の影響は有意であったが（β＝���，�＜
����），リスク認知（β＝－����，�＝���）と不安（β＝
���，�＝���）の影響は有意ではなかった．リスク認知，
不安，興味・関心はいずれも高いレベルにある．これら
の要因の中で，防災対策行動の実施ともっとも関連する
要因は，水害に対する興味・関心であった．水害に対す
る関心が高い人ほど，防災対策行動を実施しているとい
う関係が明らかになった．そして，興味・関心の程度が

同じであれば，水害リスク認知や不安感は，防災対策行
動の実施に影響を与えない．リスク認知や不安感を高め
るよりも，防災そのものに興味・関心を持ってもらうよ
うな情報提供のあり方が必要である．
������������	
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　住民の水害リスクに対する受容意識について二つの項
目で意見をたずねた．「水害の危険性のある地域に住ん
でいる以上，ある程度までなら河川の氾濫を受容しても
よい」という質問に対して，「�．そう思う」と回答した
人は���％，「�．どちらかというとそう思う」と回答し
た人は���％であった．一方，「�．そう思わない」と回
答した人は����％，「�．どちらかというとそう思わな
い」と回答した人は����であり，水害リスクの受容につ
いて否定的な意見を持っている人が，����％を占めた．
　また，「水害が起こった場合，床下浸水までならば，
ある程度我慢できる」という質問に対しては，「�．そう
思う」と回答した人が���％，「�．どちらかというとそ
う思う」と回答した人が����％であった．それに対し
て，「�．そう思わない」と回答した人は����％，「�．ど
ちらかというとそう思わない」と回答した人は����％を
占めた．過半数の住民は，床下浸水程度の水害に対して
も拒否反応を示しており，このような水害を受容しても
よいと考えている住民は，�����程度であった．行政や専
門家は，氾濫を前提とした総合的治水の考え方を当然と
考え始めているが，住民にとっては，水害を受容するこ
とは難しい．

�����

　本研究で調査の対象とした郡山市は，水害が繰り返し
発生してきた地域である．このため，河川の改修を行う
とともに，早くから洪水ハザードマップの全戸配布など
ソフト面の水害対策も活発に行われてきた．アンケート
調査の結果から，住民の水害リスク認知は非常に高いも
のの，防災対策行動に関しては十分なレベルに達してい
るわけではないことが示された．また，洪水ハザード
マップに記載されている浸水予測に関して，予測される
客観的な確率に比べて，住民は過度に高いリスク認知を
していることが明らかになった．さらに，水害リスク認
知や不安感は，防災対策行動の直接の規定因とはなら
ず，水害に対する興味・関心が高い人ほど，防災対策行
動を行っているという関係が示された．これらの結果を
ふまえて，��に洪水ハザードマップによる水害リスク
の開示と，それに対する住民の反応，そして，今後必要
と思われる対策についてまとめた．
　第一に，リスク情報を公開しても，そのリスク情報を
無視する住民が多いということに注意すべきである．今
回の調査でも，ハザードマップを「持っていなかった・
無くしていた」と回答した人が����％もいた（基礎集計
編，問��参照）．水害リスクの非常に高い地域の住民で
さえ，平常時にこのような情報を有効に利用することは
難しい．まして，長い間水害を経験していない，しかし
水害リスクのある地域の住民に対して，ハザードマップ
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によってリスク情報を伝えることは困難である．地域の
住民一人ひとりに水害リスクに関する情報を伝えるに
は，人々が関心を持つような情報提供の仕方を工夫する
ことが求められる．
　水害リスクに関しては，現在のように，多くの住民に
必要最低限のわかりやすい情報を伝えるという目的も重
要である．しかし，本当に情報を必要としている人に対
して，より詳しい情報を伝えるといった目的で用いるこ
とも可能である．例えば，地域社会の防災を考えて活動
する���や地域コミュニティなどの組織は，現在作ら
れているようなハザードマップの情報だけでなく，より
詳細な浸水予測や被害予測，災害のシナリオ，それぞれ
の水害の発生確率といった情報を必要としている場合が
ある．このような目的にも活用できるリスク情報の整備
や公開も今後は必要である．
　次に，リスク情報に接しても，そのリスクを無視して
しまい，適切な防災対策行動を取らないという問題が指
摘できる．これについてはまず，家屋の改修などの大規
模な対策に関しては，発生頻度に関する情報が重要であ
る．しかも，科学者など専門家が考えるような���年に
一度というような長期的な頻度を基準とするのではな
く，住民にとって理解しやすい��年程度の期間に関す
る情報を提示することが求められる．
　また，それぞれの防災対策行動のベネフィット認知に
関する認識が低いことが示唆されたことから，防災対策
行動に関して，対処有効性を明確に伝えることも求めら
れる．大きな水害が発生すると，人々は個人の力ではど
うすることもできないと考えている可能性がある．しか
し，例えば保険に加入していればある程度被害は補償さ
れるし，盛り土を行えば浸水深は低減される．ピロティ

にするなどの建築工夫も可能である．現段階では，この
ような対策が有効であることはわかっていても，どの程
度のコストを負担すれば，どのくらいのベネフィットが
あるのかといったことについて，具体的にはわかりにく
い．したがって，それぞれの防災対策を行ったときに，
どのくらいの効果があるのかという情報について，住民
に伝えていくことは重要である．リスク認知は，直接的
には防災対策行動と関連せず，水害に対する興味・関心
が防災対策行動と関連した．この結果からすると，水害
リスクに関する情報だけではなく，このような防災対策
行動の効果や有効性に関する情報を提示し，人々の興
味・関心を高めることが防災対策行動の促進にとっては
重要であることが示唆される．
　住民は水害リスクの存在を知らされると，できること
ならばそれを回避したいと考える．これが，改築や移転
といった形で表れると，長期的には地域の被害軽減につ
ながる．このような対策を促進するためには，行政機関
が移転や改築にかかる多大なコストに対して補助を行う
といった制度を充実させることも必要である．しかし，
今回の調査結果からは，移転や改築というような形で水
害リスクを回避しようとする住民は少なかった．それよ
りむしろ，ハード対策によって，水害をなくして欲しい
と考えている住民が多いことが示唆された．例えば，河
川の氾濫や床下浸水程度の水害を受容できると回答した
人は少なかった．これは，水害リスクを回避したいとい
う態度の表れだと解釈できる．その一方で，「治水のた
めの公共工事を強化すれば，水害の内社会が実現できる
と思う」という項目に対して，「そう思う」，「どちらか
というとそう思う」といった肯定的な態度を示した人が
����％であり，「そう思わない」，「どちらかというとそ

��� 水害リスク情報の開示と住民の対応
���������������	
����������	�������	����������������	
��
�����	�����
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う思わない」といった否定的な態度を示した人は����％
であった（基礎集計編，問��参照）．これは，ハード対
策によって水害をなくすことが可能であり，ゼロリスク
を達成することができると考えている住民がまだまだ多
いことを示すものである．このような考えは，住民が水
害リスクの性質を理解しておらず，水害リスクをなくし
て欲しいという強い願望を持っていることの表れであ
る．住民は，水害はなくすことはできないものであると
いったリスクに対する正しい認識を持つことが必要であ
る．そのためには，行政や専門家と住民の間に，水害に
関するリスク・コミュニケーションが必要になる．
　最後に，本研究の限界と今後の課題について述べる．
今回の調査は，郡山市の一部の住民を対象としたアン
ケート調査であり，回答に偏りが大きかった可能性が指
摘できる．自然災害のリスク認知や防災対策行動の関連
について，本研究のような視点から検討した研究の蓄積
は多いとはいえない．今回得られた結果や知見を一般化
するためには，さらに詳細なデータの蓄積と検討が必要
である．
　また，本研究では防災対策行動の規定因として，リス
ク認知，恐怖感，興味・関心という三つの要因を取り上
げたが，これらのうち統計的に有意であった要因は，興
味・関心のみであった．そして，この要因による防災対
策行動の説明分散は非常に低かった．防災対策行動の規
定因をより明確にするには，他の要因について考慮に入
れることが必要であろう．���������	
���	�（����）の合
理的行為の理論によれば，社会的事象に対する行動の直
接の規定因は行動意図だけであるという．そして，行動
意図は，行動のコスト認知やベネフィット認知といった
態度の成分と，主観的規範の二つによって規定されると
している．本研究では，防災対策行動とコスト認知との
関連が強いことを示したものの，ベネフィット認知につ
いては検討していない．また，行動を取ることに対する
重要な他者からの期待の認知である主観的規範について
も検討もしていない．さらに，���������（����）がリス
ク回避行動に関して重要な要因であると指摘しているリ
スクへの対処能力についてもたずねていない．今後は，
これらの要因を含めて，防災対策行動の規定因について
検討することが必要であろう．さらに，防災対策行動と
は，水害のためだけに行っているわけではなく，地震や
火災などさまざまな災害を想定して行っている．水害だ
けではなく，複数の災害を含めて防災対策行動について
検討することも必要である．
　近年，リスク・コミュニケーションに関する研究は，
環境リスクや原子力に関するリスクなどに関して活発に
行われている．しかし，災害に関するリスク・コミュニ
ケーションの研究はそれほど多くはない．災害リスク
は，低頻度にしか発生しないこと，発生時期に関して不
確実性が高いこと，いったん災害が発生した場合には大
規模な被害をもたらす可能性があることなどの特徴があ
る．このような災害リスクの特徴は，専門家と住民との
間におけるリスク情報の伝達を困難にしている．災害リ

スクを住民にどのように伝えるか，伝えられたリスクに
対して住民はどのような認識をして，どのような反応を
示すかという点に関してさらに検討を行い，災害のリス
ク・コミュニケーションを成功させるための知見を得る
ことが必要である．

��

　台風�号によって被害に遭われたみなさまにお見舞い
申し上げるとともに，本研究のアンケート調査にご協力
いただいた方々に対して心より感謝いたします．
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��）�池田三郎・盛岡　通（����）：リスクの学際的定義
（高度技術社会のリスク）．日本リスク研究学会誌，
�，�����．
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��）�片田敏孝・及川　康・杉山宗意（����）：パネル調
査による洪水ハザードマップの公表効果の計測．河
川技術に関する論文集，�，�������．

��）�片田敏孝・清水義彦（����）：洪水ハザードマップの
社会的受容構造とその公表効果に関する研究．河川
情報研究，�，����．

��）�木下冨雄（����）：科学技術と人間の共生�―�リス
ク・コミュニケーションの思想と技術．有福孝岳編
著　環境としての自然・社会・文化，�������，京都
大学学術出版会．
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��）�内閣府大臣官房政府広報室（����）：防災に関する
世論調査（平成��年�月）．��������������	
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��）�内閣府政府広報室（����）：防災に関する世論調査
（平昭和��年�月）．��������������	
��	�	��������������
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��）�内閣府政府広報室（����）：防災に関する世論調査
（平成元年�月）．��������������	
��	�	��������������������
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��）�内閣府政府広報室（����）：防災に関する世論調査
（平成�年�月）．��������������	
��	�	��������������������
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��）�内閣府政府広報室（����）：防災に関する世論調査
（平成�年�月）．��������������	
��	�	��������������������
��������������	
�

��）�中谷内一也（����）：ゼロリスク要求についての領
域分類：認知的特性の探索的研究．社会心理学研
究，��，�����．

��）�瀬尾佳美・佐藤照子（����）：都市型水害としての東
海豪雨：意識調査報告．防災科学技術研究所主要災
害調査������，�������．
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��）�総理府広報室（����）：河川に関する世論調査．�������
������������	��
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��）�総理府広報室（����）：防災に関する世論調査（平成
�年�月）．��������������	
��	�	�����������������������	
���
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��）�総理府広報室（����）：防災と情報に関する世論調
査（平成��年�月）．��������������	
��	�	��������������
����������	
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��）�東京都生活文化局広報広聴部広聴課（����）：河川・
森林に関する世論調査．��������������	
��������������
���������	�
������������������������
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　本研究では，阿武隈川流域の郡山市の住民（��＝���）を対象としたアンケート調査によって，住民の水害リ
スクに関する認識と防災対策行動に関する検討を行った．郡山市は，繰り返し水害が発生してきた地域であり，
平成��年�月の台風�号による水害も発生した．多くの住民は，水害リスク認知が高いにもかかわらず，十分
な防災対策行動をしているとはいえなかった．例えば，非常食を準備していると回答した人は，��パーセントで
あった．また，住民は，ハザードマップに記載されている水害リスクに対して適切な理解をしているわけではな
く，リスクを過大評価する傾向があることが示された．さらに，防災対策行動は，水害リスク認知や恐怖感に
よって規定されるわけではなく，水害に対する興味・関心によって規定されていた．最後に，防災対策行動を促
進する方法や，水害リスク情報に関するコミュニケーションの方法について議論を行った．

�������水害に対する意識，防災対策行動，恐怖感，リスク認知，アンケート調査
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　近年，世界的に自然災害による損失が増加している
（��������，����）．その損失を軽減するために，災害�
リスクのコントロールとともにファイナンシングがます
ます重要視されている．また，ファイナンシングが，水
害からの生活再建を進める上で，建物や家財などの物的
被害の修理・再建だけではなく，被災者自身の精神的な
健康のためにも不可欠であると言われている．しかし，
水害保険，地震保険などの災害保険の加入率は低い．例
えば，日本全国の世帯の地震保険の加入率は平成��

（����）年�月末時点で����％（損保協会のホームペー
ジより）と，火災保険（家財：����％，建物：����％），
自動車保険（対人：����％，対物：����％）よりはるかに
低い．平成��年東海豪雨時に，最も被害が大きかった
名古屋市西区と新川町及び西枇杷島町の住民の水害保険
加入率は，われわれの平成��年�月のアンケート調査で
は，家屋は����％（そのうち，���％は豪雨後の新規加
入），家財は����％（そのうち，���％は豪雨後の新規加
入）であった．
　一方，アメリカでも保険対象者の保険への加入率は高
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くない．����年のミシッシッピ洪水でみると，洪水中の
駆け込み加入を含めて��～��％台であった（その後，
洪水中の駆け込み加入は禁止された）（吉川のホーム
ページより）．なぜ，これほど加入率が低いのだろう．
保険加入行動の規定要因として，どのようなものがある
のだろう．水害保険加入率を向上させるために，本研究
は，水害保険加入行動に関する分析フレームワークを提
案し，その規定要因と構造を検討していく．
　本研究は，�節から構成される．第�節においては，本
研究の背景，目的，論文の構成について記す．第�節に
おいては，日本の水害保険の仕組みを簡単に紹介する．
さらに，水害保険加入行動を消費者行動として捉え，保
険加入行動とその関連要因をモデル化する．第�節と第
�節では，水害を受けやすい郡山市におけるアンケート
調査データを用いて，住民の水害保険加入行動の要因と
その構造を統計分析によって探っていく．最後の第�節
では，第�節と第�節の分析結果をまとめ，今後の研究
課題を提示する．
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　日本では，自然災害が多いにもかかわらず，����年代
までは，一般の消費者を対象にした保険はほとんどな
かった．しかし，経済発展と共に，保険の財務的な体力
がついてきたこともあり，保険の必要性が生まれてき
た．現在，日本では独立した水害保険制度がなく，一般
には，居住用建物やこれに収容される家財を対象とする
住宅総合保険，もしくは，店舗総合保険に加入すると，
水害リスクがカバーされる．ここでは，このような水害
保険を組み込んだ保険に加入する行動を水害保険加入行
動と呼ぶことにする．水害とは，台風，暴風雨，豪雨な
どによる降雨・融雪・高潮・洪水・土砂崩れなどによる
被害のことを指す．水害保険金の支払いは，通常，全体
の担保力などとの兼ね合いで，損害割合に応じて三段階
的に行う．
　①�損害割合が対保険価額で��％以上の場合は，その

損害額の��％を保険金として支払う．
　②�床上浸水で損害割合が対保険価額で�����％の場合

は，保険金額の��％の支払いがなされる．ただし，
�構内���万円限度とする．

　③�①と②に至らない床上浸水の場合は，保険金額の
�％を保険金として支払う．ただし，�構内���万円
限度とする．

　また，②と③を合わせた場合，�構内���万円限度と
する．今のところは，損害額を���％支払えるという段
階には全体的にまだ至っていない．
�����������

　水害保険に加入し，一定の保険料を支払うことによ
り，水害を受けた時に，保険料に応じた保険金を受ける
ことは，一つの消費者行動と捉えることできる．消費者
行動とは，財やサービスを獲得し，消費し，廃棄するこ
とに直接含まれる活動のことであり，これらの活動の前

後の意思決定過程をも含む（������������，����）．消費者
がどのように行動するかは，経済学や経営学などの様々
な分野から様々なモデルが提案されている（例えば，
����������	
���，����）．
　経済学は，主に消費需要に重点を置き，家計制約のも
とで消費選好がどのように変わるかということに着目し
ている．その代表的な理論は，消費者の需要関数や顕示
選好理論（������������	���
��������）である．需要関数
とは，消費者の選好を表す無差別曲線を基礎にして財と
価格の関係を表すものである．顕示選好理論とは，需要
関数と逆のアプローチである．つまり，需要が消費者の
選好を顕していると見なすことである（西村，����）．
　経営学や心理学の領域ではは，主にマーケティング戦
略の視点から，商品の市場シェアを高めるためにどのよ
うにして消費者の関心を引き寄せるかについて研究され
ている．����年以前の代表的なモデルは，����モデル
で，その後には，ニコシアモデル，ハワード＝シェス・
モデル，���モデルなどがある（新堂・長島，����）．
　しかし，万一事故が生じた場合に備えて契約する商品
である損害保険は，通常の財やサービスと，取引の形式
や同時性や確実性などにおいて異なる．一般の財やサー
ビスの取引はほとんど同一のものではないものの間で，
ほぼ同時かつ確実に行われるが，保険の取引は同じマ
ネーである保険料と保険金との間で，時差と不確実性を
もって行われる．そのために，水害保険などの自然災害
保険に対して，消費者がどのように行動するかを検討す
るには，既存の経済学や経営学などの消費者行動理論
（主に���モデル：������������，����）に基づいて，災
害保険の特異性を考慮した災害保険加入行動の分析フ
レームワークを構築する必要がある．
������������	
�������

　水害保険加入行動は，多くの要因に影響される．その
要因は大きく環境要因と世帯差要因と心理的プロセスに
分けられる．環境要因とは，文化，社会階層，他人の影
響，自然環境などであり，世帯差要因とは，時間・金
銭・情報などの消費者資源，動機と関与，知識，態度，
個性・価値観・ライフスタイル，災害経験であり，心理
的プロセスとは，情報処理，学習，態度と行動変化，
等々である．
　水害保険加入行動にいたる流れは，インプット，情報
処理，意思決定過程，意思決定過程に影響する変数の�
つに分けられる（��）．インプットとしては，保険会社
などによる商品としての災害保険のマーケティング活動
等からの刺激と，自然災害の被害体験やマスコミなどに
よる報道からの刺激がある．刺激を受けた（接触した）
人々は，注意，理解，受容，保持などの心理的情報処理
によって，記憶し，保険加入の需要が喚起され，保険加
入の意思決定を起こす．その意思決定過程は，保険加入
のニーズ認知，情報収集，代替案評価，保険加入，被害
にあった場合の保険会社による被害補てん行動，取引の
最終結果，最終結果への満足度，そして，保険加入の
ニーズ認知へのフィードバックから構成される．意思決

防災科学技術研究所研究資料　第���号　����年�月



����年�月郡山市における水害のアンケート調査報告書

―����―

定の全過程は，環境要因と個人差要因に影響される．
　以上，第�節では，消費者行動理論及び保険の特異性
から水害保険加入行動の分析フレームワークを構築する
ことにより，水害保険加入行動に影響を与える一般論的
要因が明らかにした．しかし，それぞれの要因の働きが
違うので，次節で，郡山市でのアンケート調査データを
用いて，上記の分析フレームワークの有効性の確認を兼
ねて，水害保険加入行動を規定する要因を探っていく．

�����������	
���

�����������

　郡山市は度々水害に見舞われている．最近��年間で，
昭和��年�月の台風��号による豪雨災害，平成��年
�月末の豪雨災害，平成��年�月の台風�号による豪雨
災害があった．「阿武隈川の平成大改修」による洪水被
害軽減効果があったとはいえ，平成��年の台風�号で，
郡山市に限っても浸水面積���ヘクタール，浸水戸数
���戸といった被害を受けた（国土交通省，����）．この
ような水害多発地域において，住民の水害保険加入行動
の実態及びその行動の規定要因を明らかにし，住民の水
害保険加入行動を活発化させる方策を導くのが，本調査
の主な目的である．
　本調査は，悉皆調査で，防災科学技術研究所と群馬大
学工学部片田研究室によって，平成��年�月��日から
��月��日にかけて行われた．訪問配布・郵送回収とい
う方法をとり，回収率は����������＝����％であった．
　今回被害を受けたのは，��世帯（回答世帯に対する被
害率：����％）であり，平成��年の水害（同����％），
東海豪雨（同����％）より小さかった．浸水深において

は，床下浸水の中央値は��～����，床上浸水は，その
��％が����以下であった．浸水した住宅の水防対策率
は��％で，全体の����％より多く行われていたが，名
古屋（����％，全体����％）よりもやや低い．
　保険加入行動自体に関わる質問（���）は，保険加
入状況及びその理由に焦点を当てた．住民属性や防災対
策行動や水害リスク認知など他の質問と関連させ，様々
な統計的分析ができる．ここでは，水害保険加入行動の
分析フレームワークに従って，環境や個人差や水害リス
クへの認知等々がどのように保険加入行動に影響を与え
るのかを，単純集計による分析，クロス集計による分
析，構造分析による保険加入行動の構造化の�つに分け
て報告する．
����������

　まず，保険への加入状況については，有効回答���サ
ンプルに対して，①すでに加入しているのは��％，②今
後加入を予定しているのは��％，③加入意思がないのは
大半で��％であった．
��������������	
���

　水害保険に加入している���世帯の加入時期について
は，�割以上（��世帯）は平成��年水害以前，��％以
上（��世帯）が平成��年水害後から平成��年水害以
前，残り�世帯が平成��年水害直後であった．その加入
理由としては，「最近水害が頻発しているから」，「平成
��年の洪水による被害，親戚・知人の勧めから」，など
であった（��）．また，「その他」を選択した回答者も
多かった．「その他」の自由回答の内訳を調べたところ，
昭和��年の洪水による被害，総合保険や火災保険との
セットでの加入，継続加入，入居時の強制加入などが挙

��� 水害保険加入行動の分析フレームワーク（������������，����より改変）
���������������	�
���������������������������������	��
��	����
�
���	����������������	
������������
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げられた（��）．ちなみに，保険加入の理由としては，
①最近水害が頻発しているという認知，②平成��年や
昭和��年の洪水による被害，③親戚・知人の勧め，④総合�
保険や火災保険とのセットでの加入などであるといえる．
��������������	
���
��

　保険に加入意思をもつ理由については，すでに保険に
加入している世帯と共通点が多く，①「最近水害が頻発
しているから」（��世帯の回答に対して����％），②「今
年の洪水による被害が大きかったから」（同��％），③
「水害の恐ろしさ」（����％），④「親戚・知人の勧め」
（同���％），などである（��）．
��������������	


　主な理由として，大きな被害が無かったこと（��％）
を挙げられていたが，「その他」を選んだ世帯も多かっ

た（����％）（��）．「その他」の内訳を調べて見ると，
一番多く挙げられたのは，経済的理由（例えば，金銭的
余裕がないため）や引っ越し（例えば，水害のない地域
に引っ越す予定のため）や借家であったが，注目すべき
は，保険不信（例えば，いつも保険に当てにならないか
ら）と運命論（例えば，（水害にあうのは）運命）も理由
に挙げられたことであった（��）．保険に加入しない理
由を要約すると，被害経験がないことや水害リスク認知
が甘いこと（例えば，堤防があるから，水害はもう起こ
らない，現在の家は大丈夫）や経済的余裕のないことで
あることが明らかになった．

�����������	
��

　水害保険加入行動の規定要因を，世帯差の影響と生活
環境の影響と水害リスク認知と水害への備えにわけて検
討する．
������������	
��������

　今回，世帯を回答者年齢，職業，世帯構成，居住歴，
住宅所属，世帯収入などに分けて，保険加入行動への影
響を検討する．
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①回答者年齢と保険加入行動
　��代以下は，年齢増に伴って保険加入行動が活発に
なっていくが，��代以上になると，逆転してしまう現象
が見られる（��）．
②回答者職業と保険加入行動
　保険加入行動が一番積極的なのは商工自営業で，加入
率が��％近くになっている．保険加入予定を含むと，
��％近くになる．その次は，サービス関連従業者，農林
漁業者，産業労働者の順であった（��）．
③回答者世帯構成と保険加入行動
　既に加入している世帯のみを見ると，両者の関係は明
白ではないが，加入予定世帯を含むと，世帯人数が多け
れば多いほど，保険加入行動が活発になっていく傾向が
みられる（��）．
④回答者居住歴と保険加入行動
　居住年数と保険加入行動との関係は，�つの回答者群
が見られる（��）．第�の群は転入者である．居住歴が
長いほど，居住地の水害リスクへの理解と把握が深くな
り，保険加入率が高くなっていくことが分かった．第�
の群は元々そこに住んでいる人々である．居住地への愛
着の程度と水害リスクへの備えなどにより，保険加入率

が逆転することが認められた．
⑤住宅所属と保険加入行動
　持地持家の保険加入率が����％，借地持家が��％，借
地借家が��％，いずれも借家の�％より高い（��）．
⑥世帯収入と保険加入行動
　世帯収入と保険加入行動との関係は明白ではないが

��� 回答者年齢と保険加入行動
����������������	
���������������������������������	
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��� 家屋所属と保険加入行動
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��� 世帯構成と保険加入行動
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（��），世帯における一人あたりの年収と保険加入行動
とは，峰型分布にしたがっていることが，明らかになっ
た（���）．ちなみに，一人当たりの年収が高い方と低
い方ともに，���～���万円���人の世帯より水害保険加入
率が低い．これは，所得の低い世帯は家計の制約による
ため，所得の高い世帯は水害を受けにくいところに住ん
でいるためではないかと推測される．
������������	
�

　ここでは，ハザードマップの作成・公表と「阿武隈川
の平成の大改修」を環境の影響として分析する．
①ハザードマップの作成・公表と保険加入行動
　まず，ハザードマップを知っている世帯は，知らない
世帯より保険加入率が高い．すでに加入している世帯と
今後加入する予定がある世帯を併せると，約��％高く
なっている（���）．
　また，ハザードマップを持っている世帯は，持ってい
ない世帯より保険加入率が高くなるという傾向が，統計

的に認められた（��＜���）（���）．
②「阿武隈川の平成の大改修」の認知と保険加入行動
　「阿武隈川の平成の大改修」における事業とその費用
への認知は，保険加入行動と正相関をもつ（���，�
��）．ちなみに，平成大改修の認知の高い世帯には，高
い保険加入率がある．
������������	
�

　水害認知を，被害経験と浸水可能性への認知と自宅の
予想浸水深への認知に分けて，保険加入行動との関連を
検討する．
①被害経験と保険加入行動
　水害経験回数が増えれば増えるほど，水害保険加入率
が高くなる（���）．ところで，水害経験�回以上の群
に�世帯がまだ保険に入っていなくて，しかも加入する
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���� ハザードマップの存在の認識有無と保険加
入行動
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�����������������������	��
�����
�����
���������	�

��������	��
�����
	����	����
��

���� 阿武隈川の平成大改修の認知と保険加入行動
���������������	���
�������������������
���������

������������	
�����������
�
���
�����������

�������



����年�月郡山市における水害のアンケート調査報告書

―����―

予定もない．それは，郡山市生まれの��代後半の�人家
族で，平成��年，平成��年，昭和��年，昭和��年以
前の水害では，いずれも床下浸水で，実質的な被害が無
かったようである．
②浸水可能性への認知と保険加入行動
　認知した浸水可能性が低ければ低いほど，保険加入率
が低くなっていくが，特に��年に一度以下の浸水可能
性への認知の場合は，保険加入率が急に大幅に下がって
いく（���，���）．��年に一度の浸水可能性，換言す
れば，一生に�～�回程度の浸水可能性は，住民にある
程度受容されているのではないかと考えられる．
③�ハザードマップでの自宅の予想浸水深の認知と保険加�
入行動

　ハザードマップで自宅の位置の予想浸水深が深ければ
深いほど水害保険加入行動が積極的になる．予想浸水深
���メートル以上の地域の保険加入率が���メートル未
満のところより��％以上高くなっている（���）．
������������	
���

　水害への備えの程度を，非常食・非常用飲料水・ハ
ザードマップ・携帯ラジオ・懐中電灯の用意，緊急に持
ち出しできるように貴重品をまとめているかについて，

���� 阿武隈川の平成大改修費用の認知と保険加
入行動
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回答者に評定を求めた．また，避難場所を確認するこ
と，災害時の家族の連絡方法を確認すること，災害情報
に注意すること，水害時に備えて家財を乗せる棚の材料
を用意することを実施しているかについても回答を求め
た．また，行政への河川改修など早期実現を働きかける
こと，エアコンなどが水につかないようにしているこ
と，水害に備えて高床式家屋にしたり土台の盛土をして

いるか否かについても評定を求めた．その他，水害の危
険の無い地域への移転を計画していること，防災訓練に
参加するなど地域のコミュニケーションを図ること，一
階部分を車庫などにして居住空間は�階以上にしている
か等の��小項目に分けて，保険加入行動との関係を検
討した．個々の小項目だけではなく，全体的な備え度に
ついても，保険加入行動との関係は，代替関係ではなく
相乗関係であることが認められた（���）．
������������	
�������

　単純集計やクロス集計で保険加入行動に影響を与える
要因を分析することにより，保険加入行動とその個々の
要因との相互関係が明らかになった．ここでは，保険加
入行動とその要因との間，要因と要因の間にどういう構
造があるのか，最も重要な要因について，���������に
よる構造分析で明らかにする．
　水害保険加入行動の分析フレームワークに従って，構
造分析モデルには，���クロス集計分析で検討した要因
を観測変数とする同時に，世帯差の影響と生活環境の影
響と水害リスク認知という潜在変数を導入する．また，
平成��年水害を受ける前の保険加入状況は水害後の加
入行動に影響するので，観測変数としてモデルに加え
る．
　水害保険への加入行動の構造の分析結果は���の通
りである．水害保険加入行動は水害前の加入状況に大い
に依存しているが，世帯差の影響や生活環境の影響や水
害リスク認知や水害への備えなども，わずかながら，正
の影響を与えている．水害保険加入行動に最も影響を与
えるのは水害リスク認知で，特に床下・床上浸水の確率
への認知と平成��年の被害経験であることが標準化回
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帰係数で分かった．また，世帯における一人当たりの収
入を除く全ての要因は保険加入行動と正相関を持ってい
る．ちなみに，回答者年齢が高く，世帯構成人数が多
く，居住年数が長く，平成大改修を知るほど，平成��年
の被害が大きいほど，床下・床上浸水の確率予測を高く
認知するほど，水害への備えを用意するほど，保険加入
行動が活発化になる．持家は借家より，ハザードマップ
を知っている方が知らない方より，ハザードマップを
持っている方は持っていない方よりも，保険加入行動が
積極的になる．それらは，���での分析結果とまったく
同じであるが，世帯における一人あたり収入において
は，標準化回帰係数が負となっている．これは，加入率
の峰型分布によるものだと考えられる．

�������

　郡山市における水害保険の加入行動とその要因につい
て，単純集計分析とクロス集計分析と構造分析に分けて
分析した．その分析結果を要約すると，回答者年齢，職
業，世帯構成，居住歴，住宅所属，世帯収入といった世
帯差，ハザードマップの作成・公表と「阿武隈川の平成
の大改修」といった生活環境，被害経験と浸水可能性へ
の認知と自宅の予想浸水深への認知といった水害リスク
認知，等々が保険加入行動に影響を与えることが実証さ
れた．構造分析では，水害保険加入行動に最も影響を与
えるのは，水害リスク認知であり，特に中でも床下・床
上浸水の確率への認知と平成��年の被害経験であるこ
とが標準化回帰係数で明らかになった．
　また，いくつかの新しい知見も実証分析で得られた．
つまり，元からの住民は長く住んでいる転入者より加入
率が低いこと，高齢者は加入率が低いこと，一人当たり
の年収が低い方と高い方は加入率が低いこと，��年に�
回の浸水確率が住民の防備行動を取るか否かの分岐点で
あること，個々の水害防備対策が保険加入とは代替関係
ではなく，相乗関係であることが分かった．
　今回の研究のインプリケーションとして，より多くの
世帯に水害保険に加入してもらうには，まず，住民への
災害教育・体験などを通じて，水害リスクを正しく認知
してもらうことが重要になる．そして，住民の不信など

を取り除くために，保険制度の見直しや保険業界のモラ
ルの向上なども不可欠である．
　今回の調査は，質問表の制約で保険の加入状況とその
理由のみを質問し，保険金額などは質問の対象としてい
ないため，保険金額の意識決定プロセスが未だ不明確で
ある．また，今回，研究対象としなかった共済と保険と
は機能に於いては同一のものであるとはいえ，政治的ま
た行政上のいきさつから両者は全く個別の独立したシス
テムとして存在しているため，住民がどう認知している
か，両者の相互関係がどうなっているかはまだ不明であ
る．これらの点については，今後の研究課題としたい．

��

　アンケートにご協力をくださった方々に心より感謝致
します．また，損害保険料率算出機構　坪川博彰氏に貴
重なご意見・コメントをいただきました．�尾堅司氏と
米谷かずえ氏には質問表及び論文作成にご協力をいただ
きました．ここに記して深くお礼を申し上げる次第で
す．
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��）�国土交通省東北地方整備局　福島工事事務所：平成
��年�月�日～��日台風�号による阿武隈川上流
出水状況（第�報），����年�月��日．

��）�新堂精士・長島直樹（����）：消費者行動のモデル化
に関する一考察�―�情報処理の観点から．���������
������，�����．富士総研．

��）�損害保険協会（����）：�
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��）�西村和雄（����）：ミクロ経済学入門，岩波書店．
��）�吉川勝秀のホームページ：�
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　近年，洪水による被害ポテンシャルが増えているにもかかわらず，災害被害による復興費用の個人負担を軽減
できる水害保険への加入率は依然低い．本研究では，その要因と改善策を探るために，水害保険加入行動分析フ
レームワークを提案し，福島県郡山市を実例として実証的研究を行った．分析の結果は，回答者年齢，職業，世
帯構成，居住歴，住宅所属，世帯収入といった世帯差，ハザードマップの作成・公表と「阿武隈川の平成の大改
修」といった生活環境，被害経験と浸水可能性への認知と自宅の予想浸水深への認知といった水害リスク認知等
が，保険加入行動に影響を与えることが実証された．共分散構造分析では，水害保険加入行動に最も影響を与え
るのは水害リスク認知で，特に床下・床上浸水の確率への認知と平成��年の被害経験であることが明らかに
なった．

�������水害保険，保険加入行動，分析フレームワーク，郡山市

���� 質問表にある水害保険加入行動に関する質問
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　近年，福島県郡山市の水害，または東海豪雨災害のよ
うに，都市域に甚大な被害をもたらす水害が増えてい
る．従来の行政機関の水害対策は，堤防あるいはダム建
設といったハード構造物の整備であった．しかし，ハー
ド構造物の建設には多大なコストと建設用地を必要とす
る．治水に関する予算が無限ではないので，限られた予

算を公平に投入することは非常に重要である．また，水
害後の被災者に対する災害給付金の分配においても，公
平性を保つ必要がある．
　人々が公平性を求めるのは治水予算及び災害給付金等
の金銭面に限らない．大規模な水害時には，消防関係者
が全住民を直ちに救出することは困難である．この現状
からすれば，どのような立場の住民を優先的に救助すべ
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きかが課題になる．仮に，自ら避難することが困難な高
齢者の一人が，水害発生時に救助を求めているとする．
その傍らで，自力で避難が可能な住民の一人も避難が遅
れそうになっているとする．そのうち一名しか緊急に救
助できないような場合，どちらの住民を優先的に救助す
ることが公平な措置と言えるのだろうか．
　以上の問題に対して，行政機関がある決定を下し，住
民がそれを公平な措置であるとみなしたとする．この場
合，住民は行政機関の決定を公正なものとしてみなし，
積極的に支持しようとするだろう．逆に，行政機関が住
民の公平感を無視するような地域防災計画を策定したな
らば，おそらく住民はそれを支持しようとはしないであ
ろう．すなわち，行政機関の治水政策に対する公平性
は，住民にとって制度支持に関連する重要な要因である
と予測できる．
　ところが，行政機関の水害政策に対して，住民がどの
程度公平であるとみなしているかについては検討が不十
分である，そこで，本調査報告書では����（平成��）
年と����（平成��）年に水害に見舞われた福島県郡山市
の住民を対象に，質問紙を用いて行政機関の水害政策に
対する公平性評価について評定を求めた．また，住民の
水害に対する備えの実行度，世帯収入等についても評定
を求め，公平性評価を規定する要因について検討するこ
とを目的にした．

�����������

������������	
�����

　古来より，どのような分配方法が公平であり，そして
公正とみなされるかについて議論されてきた．物資をど
のように分配すると公平性が成立するかについては，ア
リストテレスがニコマコス倫理学の第�巻（高田訳，
����）で論じている．その他，ホッブスのリヴァイアサ
ン（水田訳，����），アダム・スミスの道徳情操論（米林
訳，����）においても，分配の公平さと公平さから導か
れる公正に関する議論がなされてきた．
　社会心理学における公正さの議論においては，
“�������”と“��������”という英語を，ほぼ区分せず同義
に「公正」として訳出されることが多い．近年において
は“�������”を「公正」あるいは「正義」，“��������”を
「公平」と訳出するケースも認められるようになった．
　ところで，「公正さ」，「公平さ」，そして「正義」は，
日本語においては異なる意味づけがなされている．公正
さとは，集団におけるルールと活動が適切であるか否か
を評価する際に用いられる概念である．公平さとは，分
配あるいは決定が，当事者が有する権利あるいは資格に
見合っているか否かを評価する際に用いられる概念であ
る．正義とは，ルールまたは活動が社会理念に沿ってい
るか否かを示す用語である．西欧の公正研究者は，
“�������”と“��������”を，当事者が有する権利と資格に
応じて，ふさわしい方法で処遇することと定義してい
る．このような権利及び資格という概念と，「公平」と
いう日本語は意味合いとして類似している．
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　人々が権利と資格に基づいて公平に処遇を受けること
は，民主主義社会において憲法等で定められている．そ
のため，行政機関が政策的決定を行なう際には，住民の
基本的人権または生存権を尊重することが前提になる．
治水政策においても同様で，災害後の災害給付金の分
配，堤防建設に対する税金の投入に至るまで，公平さを
いかに保つかは重要な課題である．たとえば，住民の生
命と家財を保護するために，氾濫が多い河川に治水施設
を建設することは非常に重要である．また，一部地域を
過剰に保護することなく，住民の目から見た公平さに基
づいた治水政策を実施しなければ，住民の協力を得るこ
とは困難である．堤防あるいは治水ダムの建設において
は，住民の税金から建設費が捻出されている．仮に，行
政機関が一部地域だけに巨大な堤防を築き，その他の水
害危険地域に何も対処しないのであれば，流域住民はそ
のような治水政策に対して異議を唱えるであろう．
　憲法等で公平さの重要性が記されている限り，災害時
の避難においても，公平さがひとつの争点になりうる．
しかし，権利を有するとしても，東海豪雨災害の発生直
後のような混乱期において，行政機関が全住民に物質公
平に調達し，被災者全員を公平に救出するのはほぼ不可
能である．また，災害後の復興期には，行政から支給さ
れる災害給付金の分配の公平さが被災者の関心事のひと
つになる．この場合，ほとんど被害を受けていない住民
が，床上浸水に見舞われた住民よりも多額の給付金を受
け取ったならば，住民は不満感を持つに違いない．
　したがって，水害前から水害後における公平さについ
ては，住民がおかれている状況に大きく依存している．
ある住民の居住地区のハザードマップによる予想浸水深
が�メートル，他方の住民がほとんど危険性が無いと示
されていたとする．この場合，前者の住民は後者に比し
て，莫大な公的資金を堤防建設に投入することに対し
て，より公平であるとみなすことが考えられる．さら
に，世帯収入額，浸水被害を受けるか否かの可能性の認
知によっても，公平性評価が異なってくると考えられる．
　本調査報告書では，住民の社会経済的要因およびリス
ク認知の違いが，水害政策に対する公平性評価に及ぼす
影響について，予備的検討を行う．
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　本調査報告書では，福島県郡山市の住民を調査対象に
した．����（平成��）年の水害の浸水域である久保田地
区，太郎殿地区，水門町地区，日出山地区，南台地区，
荒井地区，小原田地区を対象に，調査員による質問紙�
の配布及び郵送回収を実施した．地域全体の配布数は
�����票で，回収数は���票だった（回収率����％）．
��������

　各質問項目に対して，�（非常にそう思う）から�（まっ
たくそう思わない）の�件法で評定を求めた．避難時の
公平性に関する項目として，「水害時に，一般住民の避

防災科学技術研究所研究資料　第���号　����年�月



����年�月郡山市における水害のアンケート調査報告書

―����―

難が遅れても，お年寄り・身体障害者の方々など，自力
で避難が困難な方を優先して救助することは不公平であ
る」という項目を用意した．災害給付金制度に関する項
目として，「行政が浸水被害の大部分を補てんする災害
給付金のような制度をつくることは不公平だ」，治水政
策に関する評価項目として「水害危険地域を水害から守
るために，税金で平成の大改修を行ったのは不公平であ
る」という項目をそれぞれ用意した．

�����

�������������	

　基礎集計として，公平評価項目の平均値を検討した．
その結果，避難困難者の優先救助に関する公平性項目と
平成の大改修項目がほぼ等しいのに対して，災害給付金
制度に対する公平性評価はやや低いことが分かった（�

�）．
�������������	
����������

��

　世帯収入の違いと避難困難者の優先救助に対する公平
性評価との対応関係について検討した．その結果，年収
���万円から���万円未満から年収����万円の範囲にお
いては顕著な傾向は認められなかった．しかし，年収
���万円から���万円未満の住民と，���万円未満の間に
おいて，年収が少なくなるほど非常に公平であるという
回答の割合が低くなっていた（��）．
������������	
����������

　次に，世帯収入の違いと災害給付金制度に対する公平
性評価との対応関係について検討した（��）．その結
果，���万円未満あるいは���万円から���万円未満の住
民よりも，����万円以上の住民において，非常に公平で

��� 公平性評価項目の平均値
�����������������	�
�����	��	�
�������		�

��� 世帯収入と避難困難者優先救助に対する公平性評価
��������������	
���������	����
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あるという回答の割合が高かった．ただし，世帯収入が
少ない住民ほど「どちらともいえない」という回答者の
割合が高く，その対応関係を結論づけるのは困難である．
������������	
���������

　世帯収入の違いと平成の大改修への税金投入に対する
公平性評価との対応関係について検討した（��）．その
結果，���万円から���万円未満の住民から，���万円
未満の住民において，世帯収入が少なくなるほど「非常
に公平」という回答者の割合が低くなっていた．

������������	
�����������

��������	
��

　回答者の居住地域におけるハザードマップの予想浸水
深と，避難困難者の優先救助に対する公平性評価との対
応関係について検討した（��）．その結果，予想浸水深
が高い住民ほど「非常に公平である」と評価した住民の
割合が高く，逆に予想浸水深が低い住民においてはその
回答者の割合は低かった．�
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��� 世帯収入と平成の大改修への税金投入に対する公平性評価
��������������	
���������	����
�������	������������	��
�����������������������������	�
������
�

���������	���
��������
�	�



����年�月郡山市における水害のアンケート調査報告書

―����―

������������	
�����������

��������	


　回答者の居住地域におけるハザードマップの予想浸水
深と，災害給付金制度に対する公平性評価との対応関係
について検討した（��）．その結果，予想浸水深が�
メートルから�メートル未満の住民において「非常に公
平である」と評価した住民の割合が最も高かった．その
他の予想浸水深に該当する住民においては，特徴的な傾
向は認められなかった．

������������	
�����������

��������	

　回答者の居住地域におけるハザードマップの予想浸水
深と，平成の大改修への税金投入に対する公平性評価と
の対応関係について検討した（��）．その結果，予想浸
水深が最も低いことを示す「無色」に該当する住民にお
いて，「非常に公平である」という回答者の割合が最も
低かった，それ以上の予想浸水深に該当する住民におい
ては，非常に公平であるという回答者の割合がやや高

��� 改訂版ハザードマップによる予想浸水深と避難困難者の優先救助に対する公平性評価
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��� 改訂版ハザードマップによる予想浸水深と災害給付金制度に対する公平性評価
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かった．ただし，回答者数が非常に少ないため，統計的
な信頼性が高いとは言えない．これについては，再度検
討する必要がある．
������������	
����������

��������

　自宅における床上浸水の可能性の評価と，避難困難者
の優先救助に対する公平性評価との対応関係について検

討した（��）．その結果，床上浸水の可能性認知の度合
いに関わらず，「非常に公平である」という回答者の割
合が非常に高かった．
������������	
�����������

�����

　自宅における床上浸水の可能性の評価と，災害給付金
制度に対する公平性評価との対応関係について検討した
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（��）．その結果，床上浸水の可能性を高く評価する住
民において，「非常に公平である」という回答者の割合
が高かった．
�������������	
�����������

����

　自宅における床上浸水の可能性の評価と，平成の大改
修への税金投入に対する公平性評価との対応関係につい

て検討した（���）．その結果，床上浸水の可能性を高
く評価する住民において，「非常に公平である」という
回答者の割合が高かった．

�����

�������������	
�������

　分析の結果，ハザードマップによる予想浸水深の違い

��� 床上浸水の可能性評価と災害給付金制度に対する公平性評価
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と，避難困難者の優先救助に対する公平性評価に一定の
傾向が認められた，郡山市のハザードマップで予想浸水
深が�メートル以上を示すピンク色に示された地区に住
む人々は，�割強の住民が避難困難者の優先救助を「非
常に公平」であると評価していた．以下，「��以上��
未満」，「��以上��未満」，「無色」の順に「非常に公
平」の割合が少なくなっていた．「無色」に該当する住
民と，「居住地区のハザードマップ上の色が分からない」
と回答した人々においては，「非常に公平」の回答の割
合は�割程度に過ぎなかった．
　以上の分析結果は，予想浸水深の規模が大きい地域に
住む住民ほど，避難困難者の救助を優先すべきであると
見なしていることを示唆している．�メートル以上の浸
水深を仮定すると，健常者でさえ命を落とす可能性があ
る．このような氾濫原に住む人々ほど，避難困難者は迅
速に対処できないために，優先的に救助すべきであると
考えていることを示唆している．逆に，予想浸水深の規
模が小さい地域に住む人々においては，浸水被害は深刻
ではないと捉えるために，健常者と避難困難者を対等に
救出すべきであると判断していることが考えられる．し
かし，健常者であれ避難困難者であれ，浸水深規模が小
さくても，側溝に気づかずに転倒し，大けがを負う例は
少なくない．ハザードマップに記された予想浸水深規模
が小さいことを知った住民ほど，避難困難者は自力で避
難できると安易に考えるとすれば，ハザードマップに対
する理解を深める対策を練る必要がある．
　住民がハザードマップを参照する結果として，このよ
うな判断を招くならば，住民あるいは地域の防備力を向
上させるという本来の目的に反することになる．既往研
究においても，ハザードマップを参照した住民が，治水
施設の整備が進んだため，地域の洪水被害に対する安全
性が向上したと考える傾向があることが示されている
（群馬大学工学部建設工学科都市工学講座片田研究室，
����）．ハザードマップの配布に伴う住民の防災意識へ
の負の効果は，作成者がハザードマップの意味を十分に
説明していないことに起因している．つまり，作成者側
の意図が住民側に十分に伝わっていないことが考えられ
る．ハザードマップが住民の手に渡り，住民がそれを参
照する時に誤解を招かないように説明会を行うなどの対
処を講ずることが重要である．
������������	
�����

　行政機関が被害の大部分を補てんするような災害給付
金制度に対する公平性の認知において，世帯収入及びハ
ザードマップの予想浸水深との明確な対応関係は認めら
れなかった．ところが，床上浸水の可能性評価において
は，ある一定の傾向が認められた．多少のばらつきがあ
るものの，「床上浸水しない」，「���年以上に一度」，
「���年に一度」の確率で床上浸水すると回答した住民
は，「非常に公平」であると回答した住民の割合は非常
に少なかった．それに対して，�年から��年につき一度
は床上浸水すると回答した住民においては，「非常に公
平」と回答した割合が高かった．特に，�年，��年に一

度と回答した人々においては，�割強が「非常に公平で
ある」と回答していた．すなわち，「浸水が高い確率で
発生し，自宅の家財等が被害を受けるかもしれない」と
いうリスク認知を持つ住民ほど，災害給付金制度を公平
に評価することが分かる．この結果は，被害の大部分を
補てんするような災害給付金制度は，被害を受けやすい
と考えている人にとっては非常に公平であると認識して
いることを示している．
　ところで，災害給付金制度は公的制度であるのに対し
て，水害の被害をカバーするような保険への加入は，住
民の任意に委ねられている．仮に，被害の大部分を補て
んするような災害給付金制度が施行されたとする．この
場合，浸水被害をカバーするような保険に加入している
住民にとっては，保険に加入したことの意味が薄れてし
まう，したがって，保険に加入している住民ほど，その
ような災害給付金制度を不公平であると評価することが
予想できる．そこで，保険の加入の有無と，災害給付金
制度に対する公平性評価との関連性を検討した．その結
果，予想に反して保険に加入している住民ほど非常に公
平であると評価していた（���）．
　一見矛盾すると思われるこの結果は，浸水被害を受け
た場合，現行ないしは今後制定される災害給付金制度か
ら支給される金額は復興資金としては不十分であるとい
う意識が反映されていることが考えられる．仮に保険に
加入していたならば，保険会社からの支払いを受けるこ
とで，同制度による支給金の不足を補うことができる．
そのために，保険に加入している人ほど，効率よく復興
を図ることが考えられる．以上のような理由で，すでに
保険に加入した住民ほど，災害給付金制度を公平に評価
するものと思われる．
�������������	
���������

　平成の大改修に対する税金の投入に対する公平性評価
と，世帯収入の差との顕著な対応関係は認められなかっ
た．「�����万円以上」から「���万円から���万円」の
��％近くの住民は，非常に公平であると捉えていた．
「���万円から���万円」の住民においては，��％強の住
民が非常に公平であると評価しており，最も高い割合で
「非常に公平」であると評価していた．以下，世帯収入
の減少とともに，「非常に公平」と評価する住民の割合
も減っていた．
　ハザードマップによる予想浸水深との対応関係におい
ては一定の傾向は認められなかった．しかし，床上浸水
の可能性評価と，平成の大改修への税金投入への公平性
評価との対応関係は，リスクを高く認知する住民ほど
「非常に公平」であると評価していた．床上浸水の可能
性を，「浸水しない」，「���年以上に一度」，「���年に一
度」と判断した住民で，「非常に公平」であると評価し
た人々は，おおよそ�割から�割程度だった．一方，「��
年に一度」，「��年に一度」，「��年に一度」，「�年に一
度」であると認知している住民は，�割から�割の人々
が「非常に公平」と判断していた．
　この傾向は，水害リスク認知が高い住民ほど，治水施
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設を充実させる政策を支持することを示唆している．た
だし，治水施設の整備は環境破壊をもたらす危険性を有
しており，また莫大な建設費用を要する．環境リスクと
財政的なリスクをもつ治水整備に対しては，近年賛否が
分かれている．しかし，リスク認知が高い住民は，環境
及び財政面のリスクよりも，水害による住民の命と家財
の損失を懸念する．そのために，治水施設の建設を求め
ていることが考えられる．そのために，堤防の破堤リス
クよりも，浸水による被害に対するリスク認知が高いこ
とが予想される．
������������	
����

　本調査報告書は，治水政策に対する公平性の認知が，
住民の世帯収入，ハザードマップの予想浸水深といった
要因によって規定されうることを示唆している．これら
の要因は，住民がおかれている社会経済的状況を反映し
ている．近代社会における，社会経済的状況は千差万別
であり，人々の公平さの基準は，それぞれの状況の数だ
け存在する．それだけに，全ての住民に公平な治水対策
を実施するための方策を検討することは，重要な課題で
ある．
　しかしながら，治水政策を一部住民にとって不公平に
感じられるコストを強いてでも実施しなければならない
場合もある．このような場合，行政機関はどのような点
に留意すればよいのだろうか．社会心理学的研究におい
ては，決定に至る過程が公正であると知覚する住民ほ
ど，政策に対する満足度が向上することが報告されてい
る（���������	
�，����；���������	
	���������，����；
���������	
�，����）．したがって，行政体は決定内容を
一方的に住民に流すだけではなく，行政機関が住民の意
見に耳を傾けるとともに十分な説明を行うことが，客観

的公平さを満たせない場合であっても，住民に納得をも
たらすうえで重要であると言える．

���

　本調査報告書は，住民の世帯収入額，ハザードマップ
による居住地区の予想浸水深，床上浸水の発生頻度の認
知と，治水政策に対する公平性評価との対応関係につい
て検討した．福島県郡山市の住民を対象に，アンケート
票を用いた調査をおこなった．分析の結果，世帯収入，
ハザードマップによる予想浸水深，床上浸水の発生頻度
予測の違いが，治水政策に対する公平性評価の違いに対
応する傾向が一部で認められた．この結果は，住民がお
かれている状況等によって，公平性の観点が異なること
を示唆している．今後は，項目内容と回答者を改めるな
どして，治水政策における住民の公平性評価の規定要因
について検討を深める必要がある．
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��）�アリストテレス著・高田三郎訳（����）：ニコマコス
倫理学（上）．岩波書店．

��）�群馬大学工学部建設工学科都市工学講座片田研究室
編（����）：洪水ハザードマップの公表効果の計
測　一関市の河川洪水に関する住民意識調査　調査
報告書．

��）�ホッブス，��著・水田　洋訳（����）：リヴァイア
サン（一），岩波文庫．
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菅原郁夫・大渕憲一（訳）（����）：フェアネスと手
続きの社会心理学：裁判，政治，組織への応用．ブ

���� 保険への加入と，災害給付金制度に対する公平評価
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レーン出版．
��）�スミス，��著・米林富男訳（����）：道徳情操論
（上）．未来社．
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　本調査報告書は，住民の世帯収入，ハザードマップによる居住地区の予想浸水深，床上浸水の発生可能性の認
知と，治水政策の公平性評価との関連性について検討した．平成��年と平成��年に浸水被害が発生した福島県
郡山市の住民を対象に，訪問配布及び回収によるアンケート調査を実施した．その結果，世帯収入と公平性評価
との顕著な対応関係は認められなかった．ハザードマップによる予想浸水深と避難困難者の優先救助に対する公
平性評価との間に一定の対応関係が示唆された．住民の居住地区の予想浸水深が高いほど，避難困難者の優先救
助を非常に公平であると評価していた．逆に，居住地区の予想浸水深が低い住民ほど，非常に公平であると評価
する住民は少なかった．災害給付金制度に対する公平性評価においては，床上浸水の発生可能性の評価との対応
関係が示唆された．床上浸水の可能性が非常に低いと認知する住民ほど，同制度を「非常に公平」と評価する住
民の割合は低く，可能性を高く認知する住民ほど同制度を「非常に公平」であると評価していた．さらに，床上
浸水の発生可能性を高く認知する人ほど，平成の大改修への税金の投入を公平に評価していた．以上の結果は，
住民の様々な状況的要因が公平性評価に関連し，特に床上浸水の発生可能性評価というリスク認知が公平性評価
に及ぼす影響が強いことを示唆している．

�������公平性，行政，避難困難者，災害復旧支援金，郡山市
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　郡山市は阿武隈川流域に位置し，過去，洪水による被
害を繰り返し受けてきている．近年においても平成��
年�月末には豪雨災害を経験し，多くの被害が生じた．
災害後，「阿武隈川平成の大改修」（以下，平成の大改
修）と称される治水整備事業が行われ，治水整備は大幅
に進展している．しかし平成��年�月には，台風�号
によって再び洪水被害が生じている．本研究はこれらの

洪水被害と治水整備が住民意識に及ぼした影響について
分析することを目的としている．
　河川整備に対する考え方は，近年，洪水被害を生じさ
せないようにする考えからある程度の氾濫を受容する考
えにシフトしてきている．また住民参加の必要性が認識
され，住民の需要に基づく河川整備を実施していくこと
が求められている．このような中，住民の洪水危機意識
や治水整備に対する認識構造を把握することは，今後，
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氾濫受容を踏まえた治水整備を進展していく上で重要で
ある．
　住民の洪水危機意識と治水整備の関連について，片田
他（����）は，安全性の評価には治水整備評価が大きく
寄与していることを明らかにしている���．しかし，治水
整備に対する住民の意識構造に関する研究事例は充分に
は蓄積されていない．本研究は，洪水災害と治水整備を
踏まえた洪水危機意識の変化に着目して分析する．郡山
市は大規模な治水整備事業をはさんで短い期間に続けて
洪水災害を経験しており，洪水災害を踏まえた住民の意
識構造を分析するには適した事例といえる．
　本研究ではまず，研究の対象となる台風�号及び平成
��年�月末豪雨災害と平成の大改修の概要を示した後，
調査の概要を示す．次に治水整備と洪水災害を踏まえた
洪水危機減少意識の変化過程を分析する．また被害経験
と安心感向上意識の関係について検討し，平成の大改修
に対する住民の評価の規定要因について考察する．

������������	
��

　ここでは，阿武隈川流域の治水整備として行われた平
成の大改修と台風�号による郡山市の被害の概要につい
て示す．
�������������	


　平成��年�月�日から同月��日にかけて，日本付近
に停滞していた梅雨前線が台風�号の影響により活発化
し，全国的に広い範囲で雨が降り続いた．台風は�日午
後に九州地方に北上しながら接近したあと進路を北東に
かえ，日本列島南岸を進んだ．��日夜半から��日にか
けて中部地方，関東地方，東北地方沿岸を北上し，��日
��：��頃北海道に再上陸し，��日�：��頃に温帯低気
圧に変わった．このため，郡山市を含め，中部・関東・
東北地方では台風�号の影響により大雨となり，各地で
甚大な被害が生じている．
　台風�号の影響により，郡山市では避難指示を発令す
る基準となる水位（�����）を上回る最高水位�����を
記録し，�月��日夜半から避難勧告・避難指示は������
世帯，約������人に対して出されている．台風�号によ
る洪水のために，床上浸水���棟，床下浸水���棟の被
害があった．内水による家屋の浸水被害の大きかったこ
とが特徴といえる．
　また，平成��年�月末豪雨災害では，集中豪雨の影響
で台風�号による被害を上回る規模の被害が生じてい
る．��に洪水被害の概要を示す．
�������������

　阿武隈川流域では，台風や豪雨の影響で近年において
も繰り返し被害を受けてきている．平成の大改修は，平
成��年�月末豪雨災害及びその翌月にも台風�号による
被害を受けたことを契機として行われた．平成��年度
から�年間にわたり約���億円の予算が集中投資されて
いる．
　事業は災害復旧だけを目的としたものではなく，無提
部における築堤や護岸の強化，監視カメラの設置等がな

されている．また内水対策事業として排水機場，ポンプ
車等も整備され，一部地域を除き，平成��年度に事業
は完了している．郡山市においても築堤事業が約�����
にわたり�箇所，内水対策事業も排水機場の設置など�
箇所で行われている．��に郡山市及び阿武隈川流域の
事業概要を示す．

�������
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　本調査は，郡山市における富久山町北部，冨久山町南
部，水門町，安積町・小原田町・日出山町を対象に行っ
た．これらの区域は避難勧告・避難指示が発令された区
域であり，郡山市作成の洪水ハザードマップにおいても
危険区域とされている，洪水に関する被害危険性の高い
区域である．台風�号による洪水でも一部地域で浸水被
害が出ている．
　調査は世帯主を対象として訪問配布・郵送回収により
行った（�月��日配布，��月��日回収打ち切り）．調
査票は����票配布し，���票の回収があった（回収率
����％）．回収率は低いが洪水災害や河川改修に関して
関心のある住民から回答が寄せられたと考えられる．
������������

　本研究では，洪水災害と治水整備を踏まえた危機意識
の変化と治水施設整備に対する評価を分析することを目
的としている．そのため，分析においては洪水災害の
あった平成��年�月末以前から現在の居住地に居住し
ている住民を対象にする．
　次に，治水施設整備として行われた平成の大改修の認
知度を��に示す．全体的に多くの住民が平成の大改修
を認知しており，とくに平成��年�月末豪雨災害以前か
ら居住している住民に関しては殆どの回答者が認知して
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いた．
　以下では，平成��年�月以前から現在の場所に居住し
ており，平成の大改修を認知していた回答者（���名）
を対象に分析を行う．回答者の属性を��に示す．
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　ここでは，平成の大改修や台風�号を踏まえた洪水危
機意識の変化について，平成の大改修以前の危機意識，
及び台風�号前後における平成の大改修を踏まえた洪水
危機減少意識に関する質問の回答結果をもとに検討す
る．
�������������	
��

　はじめに，平成の大改修以前の洪水に対する危機意識
に関する回答結果をみていく．
　平成の大改修以前の危機意識に関する設問項目とし
て，外水（堤防決壊）危機意識，内水危機意識，浸水危
機意識と水害不安意識について尋ねている．設問は，外
水危機意識は堤防決壊の可能性について「決壊する可能
性は高い（�）－決壊する可能性は低い（�）」，内水危機
意識及び浸水危機意識は「浸水する可能性は高い（�）
－浸水する可能性は低い（�）」，水害不安意識は「不安
であった（�）－安心していた（�）」の尺度で，それぞ
れ�段階で質問している．回答結果の平均と標準偏差を
��に示す．また，��にそれぞれの項目から構成した
パスダイアグラムを示す．
　��より，水害の危機意識について内水被害の危険性
を重くみていたことがわかる．��より，内水危機意識
と外水危機意識の関連性は認められ，浸水危機意識と水
害不安意識の関連も強い．また浸水危機意識の規定要因
として内水危機意識は大きい値を示している．これは，
平成��年�月末洪水災害において内水による被害の大
きかったことが影響していると考えられる．
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　台風�号前後の洪水危機減少意識の回答結果を示す．
平成の大改修を踏まえた洪水危機減少意識について，外
水（堤防決壊）危機減少意識，内水危機減少意識，浸水
危機減少意識，水害に関する安心感向上意識について，
水害の起こる以前，水害後（現在）についてそれぞれ尋
ねている．設問は，外水危機減少意識は「決壊する可能
性はなくなった（�）－まったく減少していない（�）」，
内水危機減少意識及び自宅周辺の浸水危機減少意識につ
いては「浸水する可能性はなくなった（�）－まったく
減少していない（�）」，安心感向上意識は「すごく安心
できるようになった（�）－まったく安心できるように
なっていない（�）」まで，それぞれ�段階で質問してい
る．
　回答結果の平均と標準偏差を��に示す．��より，
洪水危機の減少に関する意識は低下しており，安心感の
向上度合いも減少していることがわかる．このことは，
平成��年�月末豪雨災害よりも台風�号の被害が小さ
かったことをみるわけではなく，台風�号によって浸水
被害が生じたことを重くみていることを示唆している．
　内水による被害の減少意識は低い傾向にあったが，台
風�号による被害が内水被害であったことを踏まえての
ものだと考えられる．また，台風�号では外水被害はな

��� 平成の大改修の認知度
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かったが，外水被害の減少に関する意識も低下している
傾向にある．台風�号による洪水被害が生じたことに
よって，堤防の決壊もあり得ると考えるようになったと
推察される．
������������	
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　次に，平成の大改修以前と台風�号洪水災害後の危機
意識の関係について調べる．平成の大改修以前の「外水
危機意識」，「内水危機意識」，「浸水危機意識」，「水害不
安意識」の回答結果と，それぞれに対応する水害後の減
少意識，安心感向上意識の各項目の回答結果の相関係数
を��に示す．
　��より，相関係数は各項目についてマイナスの値を
示しており，浸水による危機意識の高かった住民ほど危

険度の減少を感じていない傾向にあることがわかる．と
くに浸水危機減少意識，安心感向上意識に関する項目で
相対的に大きい傾向が見られた．
�������������	
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　水害前後の洪水危機減少意識に関する回答結果から，
洪水危機減少意識を構造的に把握するために，���で示
した各意識項目をもとにパス解析を行った．作成したパ
スダイアグラムを��に示す．
　��より，浸水危機減少意識に対して，水害前後とも
外水危機減少意識よりも内水危機減少意識の関連の強い
ことがわかる．また，浸水危機減少意識に対する内水危
機減少意識については，水害前よりも水害後のほうが強
く，逆に外水可能性減少意識では弱くなっている．これ
は，台風�号によって内水被害が生じたことが原因だと
考えられる．また，水害前の外水危機減少意識と水害後
の外水危機減少意識，及び水害前の内水危機減少意識と
水害後の内水危機減少意識の関連よりも，水害前の内水
危機減少意識と外水危機減少意識，水害後の内水危機減
少意識と外水危機減少意識の関連の方が強い．洪水災害
が生じたことをふまえて，これらの結びつきが強くなっ
た傾向にあると考えられる．
　次に水害前後の浸水危機減少意識と安心感向上意識の
関係についてみていく．水害前の浸水危機減少意識から
水害後の安心感向上意識については，総合的には影響は
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��� 平成の大改修以前の洪水危機意識と台風�
号後の洪水危機減少意識間の相関係数
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プラスの値になる．しかし直接的なパスは－�����であ
り，水害後の浸水危機意識と水害前の安心感向上意識を
統制すれば，水害前に浸水の危険性は減少したと思って
いた住民ほど水害後の安心感向上意識は減少しているこ
とになる．

�����������	
����

　浸水被害に対する安心感向上意識は，実際の被害経験
と関わりがあると考えられる．ここでは，平成��年�月
末豪雨災害と台風�号による被害経験と安心感向上意識
の関係について分析する．
　��に，被害経験別の安心感向上意識の関係を示す．
��の「被害なし－なし層」は平成��年�月末豪雨災
害と台風�号両方において被害のなかった住民，「被害
あり－なし層」は平成��年�月末豪雨災害では被害が
あったが台風�号では被害のなかった住民，「被害あり
層」は台風�号において被害のあった住民である．「被
害あり層」のうち，�名だけは平成��年�月末豪雨災害
で被害をうけていなかったが，それ以外の回答者は両方
において被害をうけている．また，床下浸水，床上浸水
被害ともに被害ありとして分析する．
　��より，台風�号によって被害をうけた住民は，当
然ではあるが，安心感は向上していないことが顕著にわ
かる．しかし「被害なし－なし層」と「被害あり－なし
層」では大きな差はみられない．「被害なし－なし層」
と「被害あり－あり層」間でχ��乗検定を行ったが，有意
な差はみられなかった．また，「すごく安心できるよう
になった」と答える回答者は少なく，住民は台風�号に
よって被害がなかったからといって安心できるようには
なっていないと考える傾向にある．

�����������	
����
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　平成の大改修に対する住民の評価には多様な要因が関
連していると考えられる．ここでは，平成の大改修に対
する評価の規定要因について検討する．
���������������	
����

　はじめに，平成の大改修の評価に関連する要因項目と
して，「ハード依存」，「氾濫受容」，「行政信頼」に関す
る意識を抽出する．��に各意識に関する質問項目，及
び平均点と標準偏差を示す．それぞれの意識項目につい
て�つの質問項目を設けており，質問は「そう思う（�）
－そう思わない（�）」の�段階で行っている．��より，
氾濫受容に関してはあまり賛成していない傾向にあるこ
とがわかる．
　以下では，それぞれの意識項目について，質問に対す
る回答結果を加算平均したものをカテゴリー統合し，分
析を進めていく．
��������������	
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　次に，平成の大改修の評価について項目別の関連性を
クロス集計でみていく．要因項目として上記項目の他
に，浸水危機減少意識，被害経験を付け加える．浸水危
機減少意識は���で示した水害後（現在）の項目，被害
経験は�で示した項目である．
　��より平成の大改修に対する評価の単純集計結果
（全体）をみると，分布はばらついており，平成の大改
修に対する住民の評価は分かれていることがわかる．
　要因項目別の平成の大改修に対する評価として，浸水
危機減少意識をみると，浸水可能性が減少したと考えて
いる住民ほど平成の大改修に対する評価は高く，逆に
まったく減少していないと考える住民ほど評価の低いこ
とは明確にわかる．被害経験別の項目では，台風�号に

��� 水害前後の意識構造
�����������������	
����
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���������������������	��
���
���	��������������
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よって被害のあった住民の評価は低い．しかし「被害あ
り－なし層」と，「被害なし－なし層」の評価の分布は
ばらついており，両者の間では評価に対して違いがみら
れない．また「被害あり－なし層」及び「被害なし－な
し層」の住民は台風�号による被害を受けなかったから
といって，平成の大改修を高くは評価していない傾向に
あることがわかる．
　ハード依存意識，氾濫受容意識，行政信頼意識は，
�����において算出された結果を「高い」，「中間」，「低

い」の�段階にカテゴリー統合したものである．それぞ
れについて，意識の高い住民ほど平成の大改修を評価し
ていることがわかる．
　以上より，各項目は平成の大改修に対する住民の評価
に関連していることがわかる．次ではこれらの項目をも
とに，平成の大改修に対する住民の評価に関する規定要
因を分析する．
������������	
������

　ここでは，平成の大改修に対する住民の評価の規定要
因を数量化Ⅰ類によって分析する．��に分析結果を示
す．重相関係数は����であり，相関性は高いといえる．
　項目としてもっとも大きいレンジを示すのは，浸水危
機減少意識である．「可能性はなくなった」と回答して
いる住民ほど平成の大改修に対する評価は高い．次に大
きいレンジは，「行政信頼意識」に関する項目である．
河川行政への信頼の厚い住民ほど，平成の大改修の評価
に対しても高い傾向にある．また，「ハード依存意識」
もやや低いが評価に寄与していることを示した．一方，
「被害経験」と「氾濫受容意識」に関する偏相関係数は
低い値であった．
　直接的な被害経験は平成の大改修に対する評価の規定
要因とはなりえず，浸水危機減少意識が大きく寄与して
いる．また平成の大改修を評価している住民は，浸水可
能性は減少したと考えるとともに河川行政を信頼してい
る傾向にあり，逆に平成の大改修を評価していない住民
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は，被害のあるなしにかかわらず台風�号による被害が
郡山市で起こったことにより危険性のあることを認知
し，そのために浸水可能性は減少していないと考え，平
成の大改修を評価しない傾向にあると考えられる．

�������

　本研究では，平成の大改修と洪水災害を踏まえた住民

意識について分析した．その結果，台風�号による被害
の発生以前よりも安心感向上意識は低下していること，
浸水危機意識に対して外水危機意識よりも内水危機意識
との関連が強いこと，「被害なし－なし層」と「被害あ
り－なし層」間で安心感向上意識に有意な差はみられな
かったこと，平成の大改修の評価に対する規定要因とし
て浸水危機減少意識が大きく寄与しており実際の被害経

��� 平成の大改修に対する評価の項目別比較
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��� 平成の大改修に対する評価の規定要因
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験との関連は低いこと，行政への信頼意識，ハード依存
意識も平成の大改修の評価規定要因になっていることが
明らかになった．
　全般的に住民は，大雨による浸水被害の危険性（洪水
リスク）のあることを受容しない傾向にあることが読み
とれる．しかし，大規模な治水整備を行っても洪水リス
クがゼロになることはない．洪水リスクを減少させてい

くだけでなく，住民が洪水リスクを理解した上で河川整
備を実施していくことが必要である．

����

��）�片田敏孝・及川　康・児玉　真（����）：治水施設
整備の進展が洪水に対する住民意識に与える影響に
関する研究．水工学論文集，������，�������．
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　郡山市では，平成��年�月末に豪雨災害を経験し，災害後に「阿武隈川平成の大改修」と称される治水整備
事業が行われている．しかし平成��年�月には，台風�号によって再び洪水被害が生じた．本研究はこれらの
洪水被害と治水整備が住民意識に及ぼした影響について分析することを目的としている．分析結果として，洪水
被害に関する危機意識に対して住民は，外水による被害の危険性よりも内水の危険性を重視している傾向にある
こと，また，平成の大改修に関する住民の評価には浸水可能性の減少に関する意識が大きく寄与しており，実際
の被害経験とは関連の少ないことなどが明らかとなった．

�������阿武隈川平成の大改修，台風�号，平成��年�月末豪雨災害，洪水危機意識，郡山市
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　分析Ⅲにおいては，郡山市における台風�号の被災地域において，住民が経験したヒヤリ・
ハット体験を，体験者のデモグラフィック要因，時期，危険源および潜在的危険源，対処方法
などをもとに分析し，報告している．
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　ヒヤリ・ハット体験とは，危ない場面で“ヒヤッ”と
したり“ハッ”としたりしたが，なんとか怪我をせずに
すんだ体験をいう．航空・医療・建設などの災害・事故
を分析すると，作業従事者の単純なミス（ヒューマン・
エラー）によって引き起こされたケースは少なくない．
しかし，このようなミスは，日常業務の中で往々にして
発生しており，それらが事故につながるか否かは，ミス
があっても事故に至らないような工夫（防護）がうまく
機能したかどうかに関係する．また，先行研究による
と，大きな事故の背後には，より多くの小さな事故や怪
我に至らないケースが発生していることも分かっている
（��������，����）．重大な事故だけを調査してもケース
が不足し，具体的な原因を探ることが難しいという点を

考えると，ヒヤリ・ハット体験は件数も多く，危険源抽
出のための重要な「情報提供者」として位置づけること
ができる（��参照）．ヒヤリ・ハット体験は，建設業・
交通をはじめとする領域では既に実施され，一定の成果
を上げているが，自然災害では殆ど活用されていない．
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　自然災害においても，これまでに避難情報を知らせる
側と避難を決定する側，両者の些細なミスまたは思い違
いが大きな事故につながったケースも少なくない．大規
模な風水害や地震がいったん発生すると，死亡情報や被
害情報に注目が集まりがちであるが，その背後には「事
故の予兆」としての同種の小さな事故を見逃してきた
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ケースもあり，犠牲がでた後に対策を立てるような体制
では遅いと言わざるを得ない．����年�月高知豪雨を例
に考えてみる．高知豪雨では，排水処理能力を上回る集
中豪雨が発生したために水圧と風圧でマンホールの蓋が
�か所開き，その穴に落下した��才の少年と��才の女
性が犠牲になるという事故が発生している．この事故を
きっかけに，マンホールの蓋をボルト固定式に変更し，
再発防止のための対策が講じられた．しかし，実際には
�か月前の大雨でもマンホールの蓋が開いたケースが同
県の中で起きていた．この時点で対策を講じていればこ
のような事故を防ぐことが出来た可能性は高い．その時
は怪我をしなかったとしても，危険な状況を軽視せず，
早めに対策を講じ，危険源を除去することが事故を未然
に防ぐことにつながるのである．しかしこのような情報
が収集されるシステムは確立されておらず，その活用法
もまた，検討されていないのが現状である．
������������	
�����������

　では，どの様な体験が自然災害でのヒヤリ・ハット体
験なのか．例として，「強風で看板が目の前を飛んで
いった」，「大雨による道路冠水で側溝の位置が分からず
転落しかけた」，「高潮にさらわれかけた」などが，自然
災害が発生したときに怪我をしなかったが危ない思いを
したヒヤリ・ハット体験となる．また，これらの体験か
ら抽出される情報は：（�）体験者のデモグラフィック要

因（�）時期（�）危険源および潜在的危険源（�）対処方
法などがあり，これらの情報を丁寧に調べ，事故に至ら
ないようにするための防護を考え対処していくことで減
災につなげていくことが重要である（��）．
　しかし，自然災害では死亡事故や軽傷の情報はある程
度収集できるが，先述の通り，怪我の無いヒヤリ・ハッ
ト体験が蓄積されるシステムが出来ていなかった．本調
査では，これらの点をふまえ，郡山市を対象に質問紙調
査によるヒヤリ・ハット体験調査を試み，郡山市のヒヤ
リ・ハット体験の特性を探るとともに，今後のヒヤリ・
ハット体験の活用法についても考えていく．
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　福島県郡山市阿武隈川流域から，過去に浸水被害の
あった�地域（�ブロック：冨久山町南部，�ブロック：
水門町，�ブロック：安積町・小原田町・日出山町，お
よび�ブロック：福山町北部）
�����������

　平成��年�月��日
������������	


　群馬大学工学部片田研究室スタッフにより訪問配布さ
れ，調査票は郵送にて回収された．本調査の目的であ
る，ヒヤリ・ハット体験および災害怪我体験についての
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��� 事故調査におけるヒヤリ・ハット体験の自然災害への応用（ハインリッヒの法則（��������，�
����）およびスイス・チーズモデル（��������	，����），山内・山内（����）を一部改変）
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質問項目は問��～�問��において問うている．その他，
デモグラフィック要因項目についても分析した．
������������	
����������

　平成��年�月��日�～��月��日
��������

　��で記した���票のうち，ヒヤリ・ハット体験は��
件，災害による怪我の体験は�件であった．災害による
怪我体験�件のうち，「大したことではないですが上記
に書きました．」などの無意味なものを�件除外した．
残りの�件はヒヤリ・ハット体験と同様の意味を示して
いた．分析対象として，本来はヒヤリ・ハット体験と怪
我の体験の分析を独立させて分析すべき所であるが，全
体の件数が少ないことや，災害による怪我体験の件数が
少なかったことと，ヒヤリ・ハット体験の中にも災害に
よる怪我体験に含まれるべきものが若干見られることな
どから，まずヒヤリ・ハット体験と災害による怪我体験
を併せた��件を分析対象とし，全体の傾向を探ること
とした．分析対象となった��件（延べ��名）の被調査
者の全体の年齢平均は�����（��＝�����，��才�～��
才），男性��名（��％，平均年齢�＝�����，��＝�����，
��才�～��才），女性��名（��％，平均年齢�＝�����，
��＝�����，��才�～��才）であった．
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　まず，問��の中にある，「いつ頃の体験ですか？」の
問について整理する．調査の結果，ヒヤリ・ハット体験
および災害怪我体験の体験時期は��のグラフのよう

に，【�年以上前】が��％と最も多く，ついで【�年以
内】が��％となった．それに反し，【�年以内】，【少し
前】が少なかった（��）．
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　次に，問��の中の「その時，誰と一緒でしたか？」の
問に対しては「ご家族と」が��％と最も多く，「ひとり」
の��％，【友人と】�％，【その他】�％が続き，「家族」
「一人」だけで��％となり，ヒヤリ・ハット体験および
災害時の怪我体験は「家族と」または「一人」で体験し

��� ヒヤリ・ハット体験から抽出される問題点
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��� 調査票配布数と回収数
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ていることになる（��）．
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　��には，ヒヤリ・ハット体験および災害時の怪我体
験の可避度について「�．気を付ければ避けられた」，
「�．分からない」，「�．気を付けても避けられなかった」
の選択肢から問うた結果がグラフにまとめてある．その
結果，「気を付けても避けられなかった」が��％，「気を
付けられば避けられた」��％，「分からない」は��％と
なり，被調査者のうち半数が避けられないものと見なし
ている一方で，約�割の被調査者が何らかの工夫または
対策を講じれば避けられるものと認識していることが分
かった（��）．
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　ヒヤリ・ハット体験および災害時の怪我体験者の家族
構成を見ると，ヒヤリ・ハット体験なしと答えた被調査
者の家族構成と似たような構成であった（��）．体験有
り・なしに関わらず，「�人」～「�人」の家族構成が主
流であった．
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　ヒヤリ・ハット体験および災害体験を有りと記した被
調査者の災害経験について分析した．調査票から問�
（今回の災害経験の有無）（��），問��（平成��年�月

末水害体験の有無）（��），問��（昭和��年の水害体
験の有無）（��）をヒヤリ・ハットおよび怪我体験のな
かった被調査者と比較した．その結果，ヒヤリ・ハット
体験がないと記した被調査者の「被害なし�����％」と
圧倒的に被害がなかった様子がうかがえた結果に比べ，
ヒヤリ・ハット体験有りと答えた被調査者は「被害な
し」�����％，「床上浸水」�����％と，今回の水害での被
害傾向が若干強いように見えた．また，問��の平成��
年�月の水害に関しても同様の傾向が見られ（��），問
��の昭和��年の水害に至っては，ヒヤリ・ハット体験
と災害怪我体験有りと答えた被調査者の床上����以上
の割合は�����％と，ヒヤリ・ハット体験なし群の
�����％の倍近くになっていた（��）．これらの結果か
ら，浸水体験が多いほどヒヤリ・ハット体験および災害
時の怪我体験を多く持っている傾向が見られた．
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　ヒヤリ・ハット体験および災害時の怪我体験��件は
��法を用いて以下の�つのカテゴリーに大別した．
［第�カテゴリー］：避難又は移動中，道路の状態が悪く
て危ない思いをした体験（��）
（例）「側溝にすいこまれそうになった．」
［第�カテゴリー］：危険が迫り，家に留まれなくなって
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��� ヒヤリ・ハットおよび災害体験の共有経験者
�������������������	��
����������
�����������������

����������

��� ヒヤリ・ハットおよび災害体験の体験時期
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��� ヒヤリ・ハットおよび災害体験の可避度
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��� ヒヤリ・ハットおよび災害体験者の家族構成
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避難した体験（��）
（例）「昭和��年の水害時，会社が床上浸水し，逃げられ
なくなり，屋根の上からボートにて救助された．」
［第�カテゴリー］：災害・被災状況に対する回想（��）
（例）「川の様子を見に行って，帰ってすぐその堤防が決
壊した．」
［第�カテゴリー］：家財保護・復旧体験等の減災に関す
る体験（��）
（例）「浸水による家屋の被害を少なくしようと，水のか
き出し作業を行った．」
［第�カテゴリー］：その他（分類が困難な体験内容）（�
�）

（例）「岐阜県安八災害」
　第�カテゴリーは，主に移動中の体験が含まれた．被
調査者の多くは普段使用する道路に側溝があることは分
かっているはずであり，その位置が確認できるので近寄
ることもなく，危険はない．しかし，大雨による冠水で
状況が変化すると，「道路の周りを注意してみながら歩
く」よりは「水の中でも足が取られないようにちゃんと
歩く」意識が先立ってしまう．そのために他の危険には
注意を払えなかったこと，また実際に冠水した道路では
側溝の存在が見えず気づかなかったことが重なって，危
ない思いをしていたことになる．第�カテゴリーは適当
なタイミングで危険を察知することが出来ず，どうしよ

��� ヒヤリ・ハット体験有りと問���（平成��年�月末水害体験）のクロス表
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��� ヒヤリ・ハット体験有りと問�（今回の水害）のクロス表
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��� ヒヤリ・ハット体験有りと問��（昭和��年水害）のクロス表
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��� ヒヤリ・ハット体験と災害体験のカテゴリー（�）（第�カテゴリー：避難又は移動中，�
道路の状態が悪くて危ない思いをした体験）
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うもなく危険な段階で避難したり，救助要請をしたりし
たが何とか助かった体験であり，意思決定上のミスとも
とれるカテゴリーである．第�カテゴリーは，当時の被
災状況を思い出し，その周辺の情報を記したものが多く
含まれた．ここには，屋外に出ても，様子を見るだけで
結局自宅に戻って情報を収集した体験も含まれた．ま
た，屋内にとどまって減災のために家財を救出した体験
は，第�カテゴリーとした．これは，比較的自己の判断
で避難せずに自宅にとどまっているケースが多かったた
めに第�，第�とは別のカテゴリーとした．第�カテゴ
リーは第�カテゴリー～第�カテゴリーのいずれにも属
することが困難な体験内容を含めたが，今回の分析では
�件であった．全体の傾向としては，第�カテゴリーと
第�カテゴリーが��％ずつと主流を占めていることが
分かる（��）．調査対象地域別に見ると，�地区では第
�カテゴリーが，�地区では第�カテゴリーと第�カテゴ
リーの体験が多く，�地区では第�カテゴリーの体験が
多く見えるような傾向が見えているが，全体数��件を
さらに�区に分けると，��に記したように度数が非常
に小さくなってしまうためにこのような傾向が現れてい
る可能性もある．
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　以上の結果をまとめると，郡山市では比較的第�カテ
ゴリーに関するヒヤリ・ハット及び災害による怪我体験
が多く，大雨による浸水時に避難や移動中に困難を覚え
ていることがうかがわれた．産業界で活用されてきたヒ
ヤリ・ハット体験例のなかでも「午前�時��分頃，惣
菜調理室で揚げ物作業中，床上に飛び散った天ぷら油で
足を滑らせて転倒した．」（中央労働災害防止協会）と
いった例がある．これは転倒カテゴリーに属しており，
第�カテゴリーの体験内容と行動上共通している．両者
とも床・道路の潜在的危険または危険に気づかなかった
ために起こってしまった事例である．先の産業界でのヒ
ヤリ・ハット事例の対処法としては，すべらないように
マットを敷いたり，床の掃除をこまめにしたりなどの対
処方法が挙げられているが，第�カテゴリーに対しても
同様の対処方法があると考えられる．まず，例の中に
「暗い時間（午前�：��）に避難」との記述にあるよう
に，避難・移動中に足下がよく見えず危ない思いをする
原因は，深夜の真っ暗な中を避難したり移動したりする
ことの危険性が強く示唆されている．この対策として，

��� ヒヤリ・ハット体験と災害体験のカテゴリー（�）（第�カテゴリー：危険が迫り，家に
留まれなくなって避難した体験）
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��� ヒヤリ・ハット体験と災害体験のカテゴリー（�）（第�カテゴリー：災害・被災状況に
対する回想）
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道路が冠水しても側溝と道路の境が分かるようにポール
や棒などの印を設置することが有効と考えられる．ま
た，暗くなっても見えるように，蛍光塗料を使用するこ
とも必要であろう．
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　また他のカテゴリーに比べ，第�カテゴリーでは「気
をつければ避けられたか？」に対し大きい割合で「気を
つければ避けられた．」と答えていることもあり，地元
住民の注意喚起の呼びかけが被害軽減に大いに役立つ可
能性も示された．第�カテゴリーは危険源が明白であ
り，地域住民がこの情報を共有するとともに危険源を意
識し，改善したり，注意したりすることで防止出来る可
能性を持っている（詳細な位置は��参照）．
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　また，第�カテゴリーと第�カテゴリーを考えると，
避難を決定するタイミングがいかに重要であるかを示し
ている．特に，第�カテゴリーに限定して言えば，ある
一定の水害では逃げない方がかえって安全ともとれてし
まう．一方で第�カテゴリーのように，大きな水害では
早い段階で避難しなければ大変な被害に至ることにもな
る．また，第�カテゴリーの行動は，危険を理解してで
も家に残り，家財を救済していることになる．このカテ
ゴリーも一旦判断を誤ると深刻な結果となる可能性もあ
る．これらの適切な避難の時期を見極めるためには，行
政側の情報内容の適切さ，情報提供のタイミングもさる
ことながら，地形特性を含めた浸水予測とともに乳幼

��� ヒヤリ・ハット体験と災害体験のカテゴリー（�）（第�カテゴリー：家財保護・復旧体
験（減災））
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��� ヒヤリ・ハット体験と災害体験のカテゴリー（�）（第�カテゴリー：その他（分類が困
難な体験内容））
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��� 対象地域別に見たヒヤリ・ハットおよび災害体験の特徴
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��� ヒヤリ・ハットおよび災害体験の全体の分類
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��� ヒヤリ・ハット体験および災害体験の発生場所および参考位置�
《調査対象者の体験内容と居住地を元に予測された位置を地図上にプロットした．【気を
付ければ避けられたか？】の問いに対し，「気を付ければ避けられた」の回答率がもっと
も高かったカテゴリー�の体験内容から，特徴的なものの概略を記した．（楕円形の吹き
出しは，転んだり怪我をしたりした体験）》
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児・高齢者・�����������	��
���などの災害弱者の避難を
考慮するなどの地域に密着した情報提供をしていくこと
も重要と考えられる．
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　今回の調査から，ヒヤリ・ハット体験は改善すべき環
境，または気をつけるべき場所を特定することに役立つ
ことが示唆された．ヒヤリ・ハット体験は，本来は怪我
のない体験であるため，被害の強度としては印象が薄
く，あまり注目されることはなかった．しかし，今回の
調査結果から見て，側溝のある道路を歩いたり自動車の
運転をしたりと，普段なんでもない行動が，急に大変危
険なものになってしまうような環境は，実際に被害が出
る前に対処すべきである．収集されたヒヤリ・ハット体
験件数が少ないことと，体験時期が�年以上前のものが
比較的多かったことを考えると，これらの問題が早急に
対処しなければいけないものであるかといった判断は難
しい．しかし，今回の調査で示されたように，ヒヤリ・
ハット体験は一人でいるとき，または家族とともに経験
していることが多かった．ヒヤリ・ハット体験で済むま
での段階であれば問題はないが，一人でいるとき，また
は小さな子供や高齢者などのいわゆる災害弱者とともに
いるときに，より重大な危険にさしかかると取り返しが
つかないことにもなりかねない．これらの問題を適切に
判断するためにも，第�カテゴリーの体験割合の大き
かった�，�地区の住民のヒヤリングなどを実施し，体

験の発生頻度や怪我の程度をより詳細に調べることでこ
れらを判断していくことが可能である．
　また，ヒヤリ・ハット体験は事故防止や安全な環境を
整備するうえで重要な情報であり，これらを活用し，コ
ミュニケーションを通して災害防止や安全に対する意識
を継続的に高めていく必要がある．建設業などでは少人
数のグループでヒヤリ・ハットケースについて話し合
い，お互いの安全意識を高めるために活用されている．
自然災害においてもヒヤリ・ハットを用いて行政と一般
市民との話し合いの材料としても活用される可能性があ
るため，その具体的な方法についても今後考えていきた
い．
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��）�中央労働災害防止協会　安全衛生情報センター　災
害事例より引用（�������������	
������	��������������）

��）����������	
����������������������������������	�
�
��������	

�����（産業災害防止論　井上威恭監
修，（財）総合安全工学研究所編訳，海文堂）．
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��）�申　紅仙・中根和郎（����）：自然災害におけるヒヤ
リ・ハットの有効性について．日本災害情報学会第
�回研究発表大会予稿集，�����．

��）�山内桂子・山内隆久（����）：医療事故�―�なぜ起こ
るのか，どうすれば防げるのか，朝日新聞．
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　ヒヤリ・ハット体験とは，危ない思いをしながらもなんとか怪我をせずにすんだ体験であり，大きな事故の背
後には同様の小さな事故や怪我に至らないような事象が多くあることが知られていることから，事故防止のため
にも潜在的な危険源を事故が起こる前に改善するための基礎データとなるものである．ヒヤリ・ハット体験を活
用する動きはこれまで産業界ではあったが，自然災害では殆ど活用されることはなかった．自然災害におけるヒ
ヤリ・ハット体験の特性と活用方法を探るため，郡山市におけるヒヤリ・ハット体験調査を行った．回収された
���票の質問紙の内，分析対象となったヒヤリ・ハット体験および災害体験は��件であった．��件の体験の行
動特性は，第�カテゴリー：「避難または移動中，道路の状態が悪くて危ない思いをした体験」，第�カテゴリー：
「危険が迫り，家に留まれなくなって避難した体験」，第�カテゴリー：「災害・被災状況に対する回想」，第�カ
テゴリー：「家財保護・復旧体験（減災）」，第�カテゴリー：「その他（分類が困難な体験内容）」の�つのカテ
ゴリーに分類された．本調査から得られた体験の特徴として，避難または移動中に足下がよく見えずに危ない思
いをしている体験が目立った（第�カテゴリー）．これらの原因はいくつか考えられたが，視界が限られた環境
下での避難・移動することの危険性が強く示唆された．また，これらの体験は，他の体験に比べ，「気を付ければ
避けることが出来た」とする割合も高かった．ヒヤリ・ハット体験は被害の強度としては印象が薄いため，これ
まで扱われることがなかったが，今回の調査結果からも自動車の運転や側溝のある道路を歩くなど普段なんでも
ない行動が急に危険になってしまうなどの体験が多かったことをふまえると，今後の災害マップの作成の上でヒ
ヤリ・ハット体験の情報なども盛り込む必要性が考えられた．

�������ヒヤリ・ハット体験，自然災害，行動特性，危険，郡山市




