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~ 1はじめに 動を行った地区も見られた
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1.1研究の目的

地震や台風のような自然災害では，被害が同時多発的かっ広範囲

に発生するため，行政の直後対応には自ずと限界が生じてくる。地震

や台風などの自然災害によ砂皮害を最小隈にとどめるためには，自主

防災組織のような住民によるコミュニティレベルでの対応が必要であ

る。

これら地域コミュニティによる活動は，被災直後はもちろんのこと，

復旧・復興にいたる種々 の場面で重要な役割を果たすようになってき

てし、る。呉市は地形などの関係もあり，道幅が狭し、急傾斜地に老朽化

した民家が密集し，地震や崖崩れなどの災害に対応し難い地域がし、

たる所に前生する。海岸地域では台風による被割頻繁に発生してい

る。

1993年8月6日の豪雨による鹿児島災害では出水が急激で，路面

の話1<，土砂崩れのため防災機関は住民に避難勧告を伝えることがで

きなかった。また，消防団，警察部〉同時多発的に起こる災害に対して

住民知救助の要請に斗づまlこ答えることができなかった。また，市民から

の救助の要請，情報収集に対し叩消防署，警察本部に寵苦が殺到し

たため，容易にZ富由1つながらない状態が発生した。当日は，テレビや

ラジオの情報をもとに{主民は情報を集めざるを得f劫りたIL
1995年の阪神・淡路大震災の被災地では， {主開3協力してバケツリ

レーによる消火活動を行ったり，瓦灘に生きj里めになった人の救出活

この研究は，呉市の自主防災組織を育成・活十生化するためにはど

のようなことが必要かを検討するものである。

1.2研究方法

平成 17年度は自主防災組織の活動伏況を托盟?するため，インター

ネットによって全国 l∞市について活動伏況の調査を行なった。次に，

呉市の自主防災組齢期肢を拒躍するため，既往の研究をまとめ，そ

れを基にアンケートを作戒し，自主防災組織の会長と一殻住民を対象

にアンケート調査を実施した平成17年度の結果から，呉市の住即コ
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高齢イヒカ1進んでいることや急斜面住宅地先どが多く存在することを考

慮して，災害発生時よりも災害発生前の活動が重要だと思われた目。

平成 18年度は，自主防災組織がある全国 100市に対して寵苦アン

ケート調査を実施し，行政や自主防災組動2どが連携して災害が発生

する前に勉余区域の巡見をしてしもかどうか，自主防災組織が巡視に

どのように関わってしものか，避難勧告を発令しわ時に住民にどのよう

な広報手段で伝えたか，住民が避難したかどうかの確認を実施してい

るか，また，避難所で住民にどのような対応をしてL、るかを調査し，全国

100市の結果と呉市の結果から，呉市の自主防災組織の現状につし、て

述べる。

~2 行政の防災体制の実情
2.1呉市と広島市の防災体制

呉市3)や広島市剖などの「防災体制・災害対応マニュアルJを参考に

すると，行政の防災体制は表 lのようになる。例えば杢砂災害の場合，

第 1段階で気象台から大雨注意報が発表されると，気象情報と各地の

雨量などを収集する。第 2段階で大雨警報が発表されると，粗食区域

の巡視と住民に注意喚起を促す。第3段階で警戒基準雨量を超えると，

自主避難の呼びかけと粗食区域の巡視を樹ピずる。第 4段階で湿灘

基準雨量を超えると避難勧告を発令し避難場努を開設する。第5段階

でがけ崩れや土石流が発生した場合，消開設員等が出動する。

基相句には呉市や広島市などの防災体制で対応すれば，防災上相

当の効果が上がると思われる。このため，実際にマニュアノレがどの程

度実施され力4、るか確認する必要がある。

2.2蔽阜県中津川市の防災体制

図 1は行政と白主防災組織が連携してj土=砂災害の異常現象を柁握

するシステムの例として，岐皐県中津川川|市の警戒避難の発令と伝達フ

ロ一でで、ある由叱。警戒基準雨量を越え，警報発令カが2洋半単判!リj定された場合，その

情報を中津川市災害害;対策本音部Eから自主防災会の会長に伝達し，情報

到E琵長，町内会長

土砂災害の異常現象を発見した場合，それを中津川市災害対策本部

に連絡するようになってもも。避難基準雨量を超え，避難発令カ1判定

された場合も同様に，中津川市災害対策本部から自主防災会の会長

に伝達し，その情報を住民に伝章ずる。住民の避難が完了した場合，

それを中津川市災害夫様本部に報告する。岐阜県中津川市のように

行政と自主防災組織が連携してやってしも市もある。これらを念顔に

置き，中津川市のように行政と自主防災組織が連携して災害に対応し

ている市がどの程度あるカ吃托蕗狩るため，昨年調査した自主防災組

織がある全国 100市を中心に電話によるアンケート調査を実施した。

呉市正湖北:

表1 土砂災害に備えた呉市と広島市の対応と住民の行動

図1 岐阜県中津川市警戒避難力発令と伝達フロ一日

判兄 呉市の住即茸子動

こ指定なし

l 降雨肉兄.3猪噴生肉賄事~CJI:;じて， 1柑d猷ê'tt し
自主避難の呼びかけを行う。
2. ~必Z畠罫串q司Eじて
る。

ゴ旨定なし

即時
足羽市の住即刻動

1 テレビ，テジヨ等を通じて，費百世情報ご気をつける。

1 防長情戦乱市のホ-Ar-!.ージ吋縛糊才能なし 悌四騨皆
般するなど，市震底車副C努める。
2 広雑草自f措放送鞍コ方法により，
「危険を感じたら，皐めσ五盤施こ心がi

ることJなあσ溜欝臨記報を仔う。
3 陶蒋肉兄災害発生伏況等から
を定めて遇誕勧告を量輸する.
1 必苦起こ応じて自律蘇?叫派遣要荷;
県加粧の自治僻J珊距輔を仔う。

話笛~よし 憐五勝皆
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~3 電話アンケート調査
3.1電話アンケート謂査の概要

アンケート項目は，呉市3>.や広島市母などの防災体市jが全国1∞市で

はどの程度実施されているか，岐阜県中津川市のように行政と自主防

災組織が連携して活動を行主ってし、る市がどの程度あるか等を托握

するため，自主防災組織がある全国100市6)1こ対して電話アンケート調

査を実施した。アンケートは，防災を担当してしも課に電話をかけ，口

頭で行なった。アンケート時間は1市あたり15分から20分程度であっ

た。

3.2電話アンケ一同音果

3.2.1巡視について

間 l気象台から大雨警報などが発令された時に，災害が発生する恐

れがある場所の巡視を行ってL、るかと質問したところ r行ってしも」が

84%， r寸づまではなし、が行ってしも」が6%，r行っていなし、」が 10%で

あった。呉市の場合は，r十分ではなし、が行なってしも」である。この結

果から，ほとんどの市が大雨警報などが発令された場合，組換場所の

巡視を行ってしもと考えられる。

問1.巡視は行なわれているか

0% 40% 60% 80% 100% 20弛

四有ってしiるm+奇ではないが行示ている白行っ吾、ない]

国 2 巡視は行われでももか

問2.問1で巡視を行っていると巨塔した市にどんな災害を対象

にしているのかと質問したところ土砂災害」と「駒1<Jが各々

20%， r崖崩れ」と「道路の面化と f台風jが各々 9%，r高潮J，

「風害J，r津波J，r内水・下水の氾濫及び「大雨」が各々4%程

度で、あった。この結果から，二七砂災害と水害を中心に巡見純子われ

ていると考えられる。

問2.巡視を行なう災害の対象

。首 20首 40首 60% 80% 100% 

-jIj潮 国土砂災害

図風害 ロ地震

・崖崩れ 国津波

園内水・下水の氾濫 s大雨

型竺型

目洪水

圏道路の冠水

四台風

回大雪

函3 巡視を行なう災害の対象
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問3.災害の情報は自主防災組織側から行政へ連絡するシステム

があるかと質問したところある」が45%，rなし、jが55%であった。こ

の結果から住民と行政が互いに連携を取りながら災害の情報を伝達

するシステムが半々 程度と考えられる。

関3.災害情報を畠主防災組織側から行政へ連絡する
するシステムがあるか

0首 20% 80% 100也40% 60弛

-、‘-

-
E
E
u
-
-

一な一
一回一

一る一
一あ一

一園田一

図4 自主防災組織倶1めも行政へ連絡するシステムがあるか

問4.巡視は災害が発生する前に行ってL、ますかと質問したとこ

ろ， r災害が発生する前」が83%，r警報等の基準値に達したらJが1倒，

「災害後J.!:::f状況によってJが各々 4%であった。この結果から，ほとん

ど、の行政が災害が発生する前に巡視を行ってしもと考えられる。

問4 巡視は災害が発生する前に行なわれているか

。首 20首 60悔 80首40百 100% 

-災害が発生する前
匡災害後

ロその他

図警報等の基準値に達したら t

白状況によって i 

函5 巡視は災害が発生する前に行ってし、るか

間 5.巡視は行政だけで、行ってしものかと質問したところ，r行政だけ

で行ってLも」が7l%J行政と住民342行ってL、る」が25%であった。こ

の結駒込ら4分の1程度は住恥参加が認められる。

隅5.巡視は行政だけで行なっているのか

日首 20% 60弘 80% 100% 40% 

-行政だけで行なっている
図商方で行なっている

ロその他

目住民組織だけで行なっている

皿専門の業者に委託している

図6 巡視は行政だ、けで行ってしものか



86 呉工業高等専門学校研究報告 第69号(2007)

問6.行政だ、けで巡視を行ってしもと回答した市に、行政による巡

視だけで災害に対して村まに対応出来てしもかと質問したところ)出

来てし、る」が 46%)出来ていなし、」が 49%であった。この結果から半

数は行政だけでは寸づま対応できていなし、と考えられる。

間6.行政による巡視だけで災害に対して十分に
対応できているか

0% 20首 40首 60抽 80詰 100拍

i・出来ている図出来ていな長己主面他]

図7 行政の巡視だけで災害に村対応できてL、るか

問7.問6で出業てし、なし、と回答した市になぜ対応出来力ィ、なし、の

かを質問したところ)行政の人員不足」が 44%)災害の規梼などによ

って行政の人員不足」が 18%，1自主防災組動などによる情報の必要

+也が 23%だった。

間7.行政だけで出来ていない場合、なぜ対応出来て
いないのか

0% 20首 40首 60弛 80首 100% 

薗人員不足 図災害の規模にもよるから

四住民の情報も必要だから口その他

園8 行政だけではなぜ対応出来ていないのか

間 8.巡視を行政と住民の両方で行ってしもと回答した市に，どのよう

な方法で情報収集を行ってし、るかと質問したところ行政と自主防災

鰍翻11々 に行う」が 62%)自主防災組動などと連携して行う」が 33%

であった。

問8.どのような方法で情報収集が行なわれて
いるのか

0% 20持 40首 60首 80% 100% 

-自主防災組織と連漉して行なう
i図行政と自主紡災組織別々 に行なう

ロその他

図9 情報収集の方法

間9.巡視を行政と自主l方災組齢jよど石室携して行ってしもと回答し

た市に自主防災組織からの情報収集の方法を質問したところ)電話」

が81%)防災行政無線」とIEメール」が各々 6%で、あった。この結果か

ら，ほとんどの行政治港言百で対応していることがわかる。

問9.自主防災組織からの情報取集はどのように行っ
ているか

。% 20弛 40% 60首 80% 100首

坦坦塑切れ電話(FAX)白忌斗同初信1

図10どのような通信手段で情報収集をするのか

問10.行政と自主防災組織まどとの連携は十分にとれてしもかと質

問したところ，r寸づ?とれてし、る」と「まあまあ取れてしも」が各々 81%で

あった。この結果から連携は比車姐古うまくし、ってしもと考えられる。

問10.行政と自主防災組織との遵畿は十分に取れて
いるか

0% 20拍 40% 60% 80% 

-+分に取れている 悶まあまあ取れている

回あまり取れていない口取れていない

図11 行政と自主防災組織との連携は斗づ尚道

100也

問11.問1で巡視を十分ではなし、が行なってしもと回答した市にどん

な災害を対象にしているのかと質問したところ，ヨヨ沙災害」と「洪

水」が各々16%，r高潮」と「風害j と「台風jが各々 11%で、あっ

た。呉市の場合はj高潮」、「働'KJ、「道路の最'KJ、「崖崩れ」、「台風j

である。この結果から，二七砂災害と水害を中心に巡視カ可子われてい

ると考えられる。

筒11.巡視を行なう災害の対象

0% 20% 40% 

-高潮 四土砂災害

S風害 白地震

・崖崩れ 回津波

圏内水・下水の氾濫図大雨

臼その他

60首 80% 

回洪水

図道路の冠水

田台風

回大雪

図12 巡視を行なう災害の対象

100首
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問 12.災害の情報は自主防災組織fWT'J>GfI政へ連絡するシステム

があるかと質問したところあるJrなし、」共に 50%で、あった。呉市の

場合は，rなし、jである。この結果から住民と行政が互いに連携を取りな

がら災害フ情報を伝遣するシステムが半々 程度と考えられる。

問12.災害情報を自主紡災組織側から行敢
に連絡するシステムはあるか

。% 20首 40首 60% 80首 100%

j
 

--eu--
一な一

一
m
一

一る一
一あ一

一・一

図13 自主防災組織側めも行政へ連絡するシステムがあるか

間 13.巡視は災害が発生する前に行ってL、ますかと質問したと

ころ災害が発生する前」が 83'弘「警報等の基準値lこ達したら」が

10)6， r災害者表」と「制兄によってjが各々 仰であった。呉市の場合は，r災

害が発生する前」である。この結果から，ほとんどの行政が災害が発

生する前に巡視を行ってしもと考えられる。

間13.巡視は災害が発生する前に行なわれ
ているか

0弘 60首 80九 100弘20% 40弘

前す生発許
説
明
一

災
災
そ
一

図警報等の基準値に達したら|

回状況によって | 

図14 巡見は災害方五発生する前に行ってし、るか

間14.巡視は行政だけで行ってしものかと質問したところ，r行政治ナ

で行ってしもJが44%，r行政と自主貯炎組織尚子ってL、る」が 56%で

あったG 呉市の場合はJ行政だ、けで行ってし、る」である。この結動うも

半数程度は住民の参加が認められる。

問14.巡視Iま行政だけで行なっているのか

0弛 80% 100首20弘 40百 60% 

-行政だけで行なっている
日自主防災組織だけで行なっている
S両方で行なっている
回専門業者に委託
ロその他

図15巡見は行政だけで、行ってしものか
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問15.問14で巡視を行政だ、けで行なってL、ると回答した市に，行政

による巡視だけで災害に対して寸づ士に対応できてしものかと質問した

ところ出来て"，t~" 'Jが 1∞%だ、った。呉市の場合も，「出来てしな

いJである。この結果かげ子政の巡視だけで、は災害に対して竹汎こ対

応でをてLなし、ことが分かる。

問16.問15で「出衆口、加、」と巨塔した市に，なぜー行主に対応出

宋てしなし、のかと質問したところ行政の人員不足Jが25%，r住民の

協力も必要だから」が 75%だ、つt呉市の場合は災害の規梼など

によって行政の人員不足」で、ある。この結弟トら，行政の人員不足だと

回答した市につしては，住民の参加が必要ではなし、かと思われる。

問16ーなぜ+分に対応出来ていないのか

0弘 60% 100% 80% 20% 40弛

-人員不足 S災害の規模にもよるから

回住民の協力も必要だからロその他

国16 なぜ村?に対応出来てし、ないのか

問17.間16で行政の人員不足だと回答した市に住民の協力はない

のかと質問したところなし、」が 100%だ、った。この結果から，住民の

協力が得られ司、品、と考えられる。

間18.巡視を行政と自主f方災組織の両方で行なってU、ると回答した

市に，どのような方法で情報収集を行なってしものかと質問したところ，

「自主防災組織と連携して情報収集する」が 100%だった。

問 19.問 14で進頓を行政と自主防災組勧コ両方で行なってしもと

回答した市に，自主防災車鼠動うもどのように情報収集してしものかと質

問したところ電苦(FAX)Jが I∞%だった。この結鳥うも，電話が

使えなし号噌のことも考えて寵品川トの通信手段も整える必要がある

と考えられる.

問20.巡視を行政と自主防災組脚コ両方で行なってしもと回答した

市で，災害に対して十分に対応出来ていなし吃回答した市に，なぜ十

分に対応出来力ハないのかと質問したところ行政の人員不足jだ、と

回答した市が 67%，rその他」が 33%だったこの結果からも住民知参

加が必要ではなし、かと思われるG

問20.なぜ十分に出来ないのか

0% 20首 80首 100% 40% 60弛

l-行政の人員不足面亙戻ゐ包力が少ない図その他|

図17 なぜ竹対こ出来てし、品、のか
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間21.間20で行政の人員不足だと回答した市に住即つ協力はない

のかと質問したところなしリが 100%だ、った。この結果から，住民の

協力が得られていなし、と考えられる。

間 22.巡視を行なってし、なし立回答した市になぜ行なってし、なし、の

かと賞閉したところやる必要を感じなし、jと「災害が発生しなし、から」

が各々 12.5%/行政の人員不足」が 25%，その他が 50%だ、ったこの

結果から防災に対する意識料品、と考えられる。

問22.なぜ行なっていないのですか

0% 20% 40首 60弛 80首 100拍

-やる必要を感じない
白人員不足

iロその他

-災害が発生しないから l 
E集まってくる情報だけで十分|

図 18 なぜ巡視を行なってL、なし、のか

3.2.2避葉樹告について
閤 23.避難勧告はどのような広報手段で住民に伝えてしものかと質

問したところ広報車」が 25%で「防ij調轍」が 20%で「τv.ラジオj

が 12%，戸別訪問が 4%であった。呉市の場合は市の広報車JJ防
災行政無線JJ消防署JJ消防団」である。この結動うも，行政が各世

帯を回って住民に避難勧告を伝えてL泊所が少なし、と考えられる。

問23.避難勧告はどのような広報手段で住民に伝え
ているのか

0拡 60% 80弘 100%20弛 40覧

!・防災無線 ロ広報車

|悶W ・ラジオ 回警報設備(半鐘)

i隠消防署 回電話

!ロ消防団 ・個別受信機

!日市のホームページ白その他

.Eメール

ロ自主防災組織

国 FAX

E戸別訪問

国19 避難勧告をどのように住民に伝えてしものか

間 24.住民が避難したかどうか確認してしものかと質問したところ，

「確認している」が 56%で「その他」が 35%だった。「その他」の理由と

してまだ避難勧告を出したことがないとし今回答がほとんどだ、った。呉

市の場合は，r確認してしもJである。将来的には避難の確認は 100%

になるのが望ましLな思われる。

る、.
E
l
u
 

て'u 認確A
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し難避，、au 
畏住a

・1
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回
喝‘，， 

0% 20% 40% 60弛 80首 100句

!・確認している園雇面してい示、口その他J

図20 住民が益準誰しわうぞうカ端麗認してしもか

問25.問24で湿接官〉確認を行なってしも市にどのようなか法で避

難の確認を行なってしものかと質問したところ行政が道接甑庁で確認

する」が60%で「行政が各世帯を回っている」が23%で「行政と住民の

両方てで各世帯を回ってし、る」と「自主防災組織が各世帯を回ってLもJ

が各々 6%だ、った。呉市の場合は，r行政が避難所で確認する」である。

この結果カも避難の確認は避難所で行なうのがほとんどで，各世帯を

回って確認するのは少なし立考えられる。

問25.どのような方法で確認を行なっているか

0% 20% 40% 60% 80首 100% 

1・行政が各世帯を回っている
l・自主防災組織が各世帯を回っているl
g両方で手分けして回っている | 

回行政が避難所で確認する | 

ロその他 l 

函21 どのようなか法で遁摸恥確認を行なってし、るか

間26.間25で遅接断で確認をしてL、ると回答した市に誰が確認をし

ているのかと質問したところ行政」が 57%J行政と自主防災組織の

両方」が36%だったG 呉市の場合はJ行政JであるOこの結勤うも今後

避難の確認は行政だけでなく，自主防災組織も避難の確認に参加す

べきだと思わfl，る。

間26遭難所での確認は誰が行なっているか

0% 60% 80首 100% 20弘 40首

~行政・自主防災組織田行政と自主防災組織口その他 l

図22 蝦断での確認は掛1行なってしもか
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間 27.避難の確認は円滑に行われてしもかと質問したところ行

なわれてし、る」が57%で「行なわれ司、品、J;O>9%だった。呉市の場

合は，r.行なわれてしもJである。この結果から，半数は円滑に行われて

いるが，行われてし、如、ところも 1害健度あることがわかる。

問27.避難の確恕は円滑に行なわれているか

。持 40首 100% 20% 60弛 80弛

「担行的ヨれて示事白符瓦石れ瓦冠瓦己吾面iif1

図23 避難の確認は円滑に行なわれているか

間28.問27で円滑に行なわれてし、品、と回答した市になぜ円滑に

行なわれ司、なし、のかと質問したところ個人情報の托掘が難しし、」

や「行政の人員不足」がその理由として挙げられた。この結果から，こ

れらの問題を解決するためには住即フ協力が必要だと思われる。

問 29. 問 24 で避難の確認を「行なっていなし、Jと回答した市~:::t.Çぜ

行っていないのかと質問したところ， I行政の人員不足Jと「住民を托握

するのが難しし、Jが各々 38%だった。

問29ーなぜ避難の確寵が行なわれていないのか

。首 20% 40首 60首 80首 100% 

-行政の人員不足

・把握をするのが難しい

田そこまでやる必要を感じない!
ロその他 l 

図24 なぜ茸韻齢確認料子なわれてL、如、のか

間30.問29で行政の人員不足だと回答した市に，住民に退摸恥確認

を呼びカ斗ナたことがあるかと質問したところなしりが67%と半数以と

だ、った

閑30.住畏に避難の確認を呼びかけたことがある
泊、

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

一他一
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国25 住民に避難の確認を呼びカヰナたことがあるか

89 

間31.住民に情報収集の協力を呼び糾ナたことがゆる」と回答した

市に対して，なぜ住民の協力が得られなかったのかと質問したところ，

r{主民の協力は得られたが十分機能するレベルまでいかなカルった」が

ほとんどだった。

間32.住民に情轍佼集の協力を呼ひやけたことが「なし、」と巨塔した

市に対して，なぜ住民に呼びかけなかったのかと質問したところJそこ

までやる必要がなし立考えているJが 29%で「信頼できる情報が得ら

れなしリと「行政だけでイづまだと思ってしも」が各々 14%だった。これ

らの結動防自主防災組僻コ育成が重要だと考えられる。

問32.なぜ住民に呼びかけなかったのか

0% 20% 100% 60弘 80% 40% 

聞信頼できる情報が得られないと判断したから

・そこまでやる必要がないと考えているから
m行政だけで十分だと思っているから

空三竺些

図26 どうして住民に呼びかけなカLったのか

3.2.3避難所での対応について

間33.避難炉刑つ開設はどの関渚で行なってしもかと質問したところ，

「自主避難の閥肢と「避難勧告が出される前」が各々 37%で、あった

呉市の場合は「避難勧告カ溌令される前」である。この結果からほとん

どの市が避難勧告が発令される前に避難所を開設すると考えられる。

問33.選議所の開慢はどの段階で対応するのか

0% 20% 100弛40% 60首 80% 

-自主避難の段階
ロ避難勧告が発令される前

・避難勧告が発令された時点で開設

図災害が起きてから
回その他

図27 避難所め開設はどの静皆で対応するのか

間34.自主避難者に対してはどのように対応してL、るのかと質問した

ところ，ほとんどの市が住民の要請があれば避難所を開設するが，避

難所を開設しなし、所も 5%あり，住民の票育があれ出産難所を開設す

べきではなし、かと思われる。呉市の場合は「住民の要請があれば避

難臨時開設する」である。
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問34.自主避難者についてはどのような対応をして
いるか

。首 20首 40拍 60唱 80% 100% 

ー住民の要請があれば避難所を開設する・対応しないロその面1

図2沼 自主避難者についてはどのような対応をしてしもか

問35.避難所に布団などの寝具が用意されてしもかと質問したところ，

用意されてL、る所と用意され司、品、所が半々程度であった。呉市の

場合は「用意されてしも」である。この結果から，避難してきた人には

寝具を用意すべきではなし、かと思オフれる。

間35.避難所に布団などの寝具は用意さ

れているか

0部 20目 40% 60首 80% 100% 

-用意されている 圃用意されていない

四備蓄倉庫からとってくるロその他

図29 避難庁に布団などの寝具は用意されてU、るか

問 36.避難してきた人に食事め提供を行っー口、るかと質問したところ，

ほとんどの市が食事の提供を行ってLもと回答した。呉市の場合は，

「提供しなし、Jである。今後は全ての市で食事コ提供梢子われることが

望設1る。

問36.食事はどのようなものが用意されてい

るか

0覧 20覧 40也 60覧 80% 100世

-炊き出し 圃弁当 図乾パン

回α米 図水 図サパイパルフード

白粉ミルク 回クラッカー 臼缶詰

-提供しない ロその他

図羽 食事はどのようなものが用意されてしもか

問 37.ボランティアなど住民の協力はあるかと質問したところあ

る」が75%，rなし、」がl開だった。呉市の場合はJなし、Jである。今後は，

住民の協力が 100%になるよう目指すべきではなし、かと思われる。

問37.避難所でボランティアなどの協力はある
か

0首 20首 40首 60% 80首 100也

!・ある・ないロ分からない i

図31 避難所でボランティアなどの協力はあるか

間 38.問37で「なし、」と回答した市にボランティアなどの協力は必要

ないのかと質問したところ，今後の課題としてしもところが多かった。

呉市の場合は「芸予却援の時は住民の協力が得られたJである。今後

行政はボランティアなどの協力カ3得られるよう，住民にイ可らかの形で、支

按することが望ましし、と思われる。

3.2.4自主防災組織と連携を深めるための活動

間 39.自主防災組織に対して連携を深めるための活動は行なわれ

ているかと質問したところ，半数以上のところで防災訓練が行なわれ

ていたその中では地震やi北水などの災害に対する言~I練が多かった。

この結鳥うも過去の災害こ対応した訪嚇を実値してし、くことが望まし

いと思われる。呉市の場合は，r総合防災都練J，r地区防災避難訓練.J，

「土砂災害啓発制度JJ防災の日の行事JJ自主防災会研修:J，r地震対

応司l練」、「リーダー研修会JJ防災講演会」である。

問39.自主防災組織に対して連穫を深めるための活
動をしているか

0% 20弛 40% 60% 80首 100% 

-防災訓練 ・総合防災訓練日地場防災訓練

・防災研修会 図防災講演会 図リーダー研修会

白出前講座 ロその他

図32 自主防災組織に対して連携を深めるための活動をしてしもか

~4 終わりに
アンケート調査結果などをもとに呉市のような自主防災組織を活性

化するために，以下の改善が考えられる。

①呉市には土砂災害などの危険区域が数多く存在するので，行政だ

けですべて巡視をすることは現状では困難だと考えられる。また，行政



門前・小早川・岡田・呉市の自主防災組織の活性化対策について 91 

が巡視をしてしも場所が公表されていないので住民にはどこを巡視し

ているのかがわからない。そのためには，行政がどこを巡視しているの

かを住民に周知徹底して，行政と自主防災組織などが連携して巡視を

行なうシステムを構築することが必要だと思われる。住民による巡視は

家め村お伏況を見たり，家国辺を巡見する程度を想定してL、る。粗食

区域を行政と住民が一緒に巡見することで住民の防災意識を向上す

ることが期待でき，どうし、う旭如場の回りにあるのか住関舟ることが

できる。また

②呉市は平成 l凶6年の台風 l凶6号，18号，2幻l号'，2お3号で合計 1沼86臼l世

帯，羽4必5人に，平成1打7年の台風1凶4号でで、は2泣2∞世帯，5.臼20∞O人に避難勧

告を発令してL、渇るが，行政は住民の避難伏況を→づ士に托彊してし、ななし、

のが実情でで、ある。したがって，行政は避難勧告を発令したら住民の避

難状況を戸別訪問などによって住関2避難したかを確認することが必

要だと思われる。現実には多数の住民の避難伏況を行政だけで花握

することは困難だと考えられるので，自主防災組織と連携して住即フ避

難状況を確認することが重要だと思われる。

③総合防災訓練などのように形式的な司i練だけでは住民の防災意識

を向上することは一暢こは困難である。呉市はここ数年避難勧告を発

令する機会が増えている。この地域では住民の防災に関する関心が

跡、と思われるので過去に災害が発生した地域ヰ活摸鵠措を発令し

た地域を対象に自主防災組織と連携して実情にあった言)1練を実施す

ると効射台である。さらに具体的な災害を対象にした防災訓練を実施

することによって，住民知防災意識を向上することができると思われる。

④呉市の自主防災組織の組織率約 25%は，全国の組織率や広島県の

組織率制 6怖と比べると飾、と思わ才略。呉市には土砂災害の飽食区

域が数多く存在するので自主防災組織を増やすことが急務であると考

えられる。自主防災組脚コ結成には行政が主体となって結成される場

合が多いので，行政の働きかけが重要である。

⑤島根県など全国で 20人が犠牲となった弔支 18年 7月の豪雨で，

土砂災害が発生しf;:j出戎でありながら，発生前に避難しなかった住民

が 85%に上る九発生前に避難しない理由として「自宅にしも方が安

全と思ったから」が約 40%に上る。このことかげ子政は住民に災害の

位剣生を周知徹底することが必要であると考えられる。

科高では白主防災組僻)ある全国 1∞市に対するアンケート調査

を通じて，行政と自主防災組織の両者の災害発生前の巡視を主とした

防災活動の役割，避難，選摸甑吊こついての現状と問題を明らかにした

今後は本稿の結果を基に住民用にアンケートを作成し，そこで、住民

fW.T:J>ら見た行政の防災活動の現状，避難避難市こっし、て，自主防災組
織によるど、のような防災活動が実現可能かをアンケートによって調査・

検討する予定である。
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