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１.はじめに 

平成 30 年７月豪雨災害では，河川の氾濫や土砂

災害が西日本を中心に相次ぎ，甚大な被害が生じ

た．この豪雨では，多くの被災地で自治体から避

難指示（緊急）や避難勧告が発令される等，避難

行動を促す情報が出されたものの，自宅に留まる

等により，多くの方が亡くなる結果となった※1．

避難対策の強化を検討するため設置された防災対

策実行会議の下のワーキンググループでは，今後

の水害・土砂災害からの避難対策として，住民は

「自らの命は自らが守る意識を持つこと」，行政は

「住民が適切な避難行動をとれるよう全力で支援

すること」と提言している． 

福岡県では，平成 26～28 年度に設置した「福岡

県土砂災害対策検討委員会」の答申を踏まえ，ソ

フト・ハード両面から総合的な土砂災害対策を推

進している．ここでは，委員会の中で試行を経て

開発され，平成 28 年度から県内で毎年実施してい

る「避難判断訓練（以下，「訓練」とする．）」につ

いて紹介するとともに，訓練から得られた課題を

報告する． 
 

２.土砂災害を想定した避難判断訓練 

2.1 訓練の概要 

訓練は，住民及び自治体防災担当職員が土砂災

害の発生危険度が高まった状況を仮想体験し，自

らの「判断力」を養う机上訓練である．訓練は平

成 29 年度までに３回と平成 30 度に１回実施して

おり，訓練の詳細と平成 29 年度までの結果はすで

に報告した※2※3．訓練シナリオ（図１）では，降

雨開始から 6時間後まで 1時間毎に気象状況等が

変化し，土砂災害の発生危険度が高まる状況を想

定している．訓練では，異なるシナリオを基本的

に２回実施し，訓練終了後，行動に対する評価（点

数付け）を行った（図２）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.訓練の流れ 

 

 

 

 
 
図 4.訓練中の様子（左図：住民，右図：自治体） 
 

2.2 アンケート結果 

 住民の属性と避難行動の関連性を分析するため，

平成 30 年度の訓練では，年齢，住居形態等の属性

と訓練や避難に関するアンケートを実施した(図

４)．その結果，「訓練に参加して良かった・参考

になった」と回答した人が 63%と最も多く，効果

的な訓練となったことが伺える．また，避難で大

事なことは何かという質問(複数回答可）に対して

は，早めの避難・行動（58％），情報収集・状況把

握（53％）という結果になった．他には，自分の

身は自分で守ることや危機感を持つことが大事

（21％）と回答した人もいた． 
 
2.3 参加者属性の違いによる行動分析 

 参加住民の年齢とケース１，２の点数の関係（図

５）では，ケース１より２で高得点となる傾向に

あったが，ケース１，２ともに 21 点中 10 点以下

（課題が残る）をとったのは 75 歳以上の高齢者２

名であった．サンプル数が少ないため一概には言

えないが，高齢者が適切な判断をできない理由と

して，①これまで被災したことがないから自分は

大丈夫という思い込み，②足腰が弱く移動が困難，

また億劫であること．等が推測される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.訓練シナリオ（ケース 1，ケース 2） 

ケース1

ターン1 ターン2 ターン3 ターン4 ターン5 ターン6 ターン7
時間 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時
降雨量 0mm 45mm 15mm 5mm 1mm 60mm 0mm

ケース2

ターン1 ターン2 ターン3 ターン4 ターン5 ターン6 ターン7
時間 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時
降雨量 10mm 30mm 70mm 90mm 90mm 20mm 10mm
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参加住民の住居形態と点数の関係（図６）では，

避難行動は，マンションや戸建て等の住居形態に影

響されない傾向にあった．これは，平成24年７月，

平成 29 年７月の九州北部豪雨災害を経験したこと

や，平成 30 年７月豪雨災害時のマスコミ報道等に

より，住居形態によらず避難行動をとる必要がある

という意識が芽生え始めたためと推測される． 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.今後の課題 

3.1 住民主体で訓練できるような仕組みづくり 

アンケートの質問「訓練について改善点やご要望

はありますか？」に対し，住民から「県や市町村等

の自治体を介さずに校区でも住民主体で訓練を行い

たい．」という意見をいただいた．今後は，住民主体

で訓練を実施できるようなツールの開発やマニュア

ルの整備，仕組みづくりを検討していく必要がある． 

また，住民主体で訓練実施する場合に，防災の基

本的な知見を兼ね備えたファシリテーター（地域防

災リーダー）の育成も必要であろう． 
 
3.2 自治体への支援の充実 

 平成 30 年度の訓練実施後，自治体防災担当職員

から「避難指示（緊急）の発令にあたって，災害の

発生場所の特定と対象区域の人数確認に時間がか

かりそうで，適切なタイミングで発令できるか不安

である．」との意見をいただいた．この防災担当職

員のように避難勧告等の発令の判断や，緊急時の対

応に不安に思っている自治体防災担当職員が他の

自治体にも多数いると考えられる．今後は，訓練実

施後に自治体防災担当職員に結果をフィードバッ

クし，対応について意見交換する等，職員が不安な

く適切な防災対応ができるよう支援することで，自

治体の防災対応の維持・向上が期待できる． 
 
４.おわりに 

 本報告では，これまでに県内で実施した訓練の

結果とそこから得られた課題について報告した．

今後は，課題の解決を図るとともに，県内で訓練

の周知啓蒙を行い，訓練を実施していくことで，

土砂災害に対する地域防災力の向上が期待される． 

 また，今回は参加住民の属性と避難行動の関連

性を分析した．分析の結果，一定の傾向は見受け

られたものの，サンプル数が少なく信頼性に欠け

る．今後も継続的に訓練とアンケートを実施して

サンプル数を蓄積し，避難行動の分析と課題抽出

を行い，より効果的な訓練となるよう検討が必要

であろう． 
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Q.年齢を教えてください Q.住居種類を教えてください 

 

 

 

 

 

 

Q.訓練は分かりやすかったですか Q.訓練に参加してどうでしたか 

 

 

 

 

 

 

Q.訓練を通して避難で大事なことは何だと思いましたか(複数回答可) 

 

 

 

 
 
Q.訓練について改善点やご要望はありますか 

・各校区で訓練を実施してほしい． 

・訓練の設定をより明確にした方が良いと思う． 

・要支援者避難誘導等も考慮して訓練できれば良いと思う． 

・県や市町村等の自治体を介さずに校区でも住民主体で訓練を行いたい． 

・今後も引き続き実施してほしい． 

・高齢者には難しいと感じた．本当は高齢者にこそ学習してほしい．等 

N=19 

N=19 

N=19 

N=19 

N=19 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

11 人(58%) 

10 人(53%) 

4 人(21%) 

1 人(5%) 

ケース1　（有効回答数17）
年齢　

　点数

10点以下(課題が残る) 1名 2名 2名
11～14点(やや適切) 0名 0名 0名
15点以上(適切) 1名 9名 2名

19～59歳 60～74歳 75歳以上

ケース2　（有効回答数18）
年齢　

　点数
10点以下(課題が残る) 0名 0名 2名
11～15点(やや適切) 0名 0名 1名
16点以上(適切) 2名 12名 1名

19～59歳 60～74歳 75歳以上

【参加住民の年齢と点数の関係】 

ケース1　（有効回答数17）
住居　

　点数

10点以下(課題が残る) 1名 3名 0名 1名
11～14点(やや適切) 0名 0名 0名 0名
15点以上(適切) 2名 6名 4名 0名

アパートマンション戸建て
(平屋)

戸建て
(2階以上)

ケース2　（有効回答数18）
住居　

　点数

10点以下(課題が残る) 1名 1名 0名 0名
11～15点(やや適切) 0名 1名 0名 0名
16点以上(適切) 2名 8名 4名 1名

アパートマンション戸建て
(平屋)

戸建て
(2階以上)

【参加住民の住居形態と点数の関係】 

図 4.アンケート結果 

図 5.参加者の年齢と点数 

図 6.参加者の住居形態と点数 

早めの判断・行動 
 
情報収集・状況把握 
 
自分の身は自分で守る 
意識・危機感を持つ  
避難所の位置の確認 
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