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第１章 はじめに
近い将来において南海トラフ地震の発生が予想される
など、大都市大阪の既成市街地では、災害に対する防災
・減災の積極的な取り組みがみられはじめた。本研究で
は、大都市の住宅市街地における住民の地震発生に伴う
避難意識と避難弱者の認知・手助けについて実態を明ら
かにする。方法は旭区住民に対する聞き取りによるアン
ケート調査（回答件数：121 件 実施日：2013 年 7 月 2
日～3 日）を実施した。
第 2 章 行政からの配布資料にみる特徴
まず、旭区役所から配布されている資料（ハザードマッ
プと防災マニュアル）の認知度別に分析を行う。
図 1 では、避難先の決
定別でハザードマップ
と防災マニュアルの認
知度を分析した。これよ
り、避難先を決めている
住民はハザードマップ
・防災マニュアルともに
認知度が高くなってい
るため、避難先を決めて
いない住民と比べ、防災意識が高いと考えられる。また、
配布資料が避難先を決定するためのきっかけになってい
ると考えられる。これらの傾向は 10 小学校区別にも同様
の傾向であった。
本研究
では、震災
によるラ
イフライ
ンなど社
会基盤に
おける混
乱をシステムパニックと呼ぶ。システムパニックの回答
から類似性を見るべくクラスター分析を行った。図 2 の
分析結果から、「停電」、「断ガス」、「断水」の『ラ
イフライン』、「火災・爆発」と「連絡が取れない（電
波の混雑など）」の『二次災害』、「公共交通機関の停
止」と「震災情報の入手困難」の『行動制約』で高い類
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似性がみられ、大きく 3 つの類似パターンがあることが
わかる。図 3 ではシステムパニックの類似性をもとにハ
ザードマップと防災マニュアルの認知度別で集計を行
う。これより、ハザードマップと防災マニュアルの認知
度ごとにシステムパニックの傾向で大きな違いはない。
しかし、ハザードマップと防災マニュアルともに認知度
に関係なく全ての住民が同じように『ライフライン』『二
次災害』『行動制約』の順に回答割合が高いことから、
生活の基盤となる
ものを不安に感じ
ていると考えられ
る。
第 3 章 避難先に
対する意識特性
旭区住民の避難
先に対する意識の
違いから分析を行
う。また、行政が
避難先の地区分け
を小学校区で指定
しているが、旭区
住民の多くが自身の所属する地区内で避難先を選択して
いる。
避難先の重視項目（管理）の回答から類似性を見るべ
くクラスター分析を行った。図 4 の分析結果から、「衛
生・安全性の設備」と「プライベートな空間を確保でき
る」の『精神的要因』、「炊き出しが出る」と「水汲み
用の井戸がある」の『物的要因』で高い類似性がみられ、
「非常食の備蓄がある」を含め大きく 3 つの類似パター
ンがあることがわかる。また、図 5 では震災に対する備
えに関してクラスター分析を行った。分析結果から、「家
族等との話し合い」と「避難先・避難経路の確認」の『心
的備え』、「非常時に持ち出す物の準備」と「避難・防
災などの情報把握」の『避難に対する備え』で高い類似
性がみられ、「家具転倒の防止」を含め大きく３つの類
似パターンがあることわかる。図 6 では避難先の重視項
目（建物）別で震災に対する備えを先に行ったクラスタ

ー分析の類似性ごとに集計を行う。これより、避難先の
重視項目（管理）では『精神的要因』が重視されている
中で、備えに関する項目は『物的要因』になるほど避難
に関する項目が重視されている。また、社会的弱者にあ
たる 60 歳以上の高齢者や主婦は物的要因を重視してい
る。これより、震災後の生活に不安を抱いていると考え
られる。
次に、避
難先の重視
項目（管理）
の回答から
類似性を見
るべくクラ
スター分析
を行った。
図 7 の分析結果から、「施設・敷地の収容力」と「耐震
性」の『建物的要因』、「屋内ですごせる」と「非常用
電源設備」の『機能的要因』で高い類似性がみられ、「ト
イレ等給排水設備」を含め大きく３つの類似パターンが
あることがわかる。図 8 では、避難先の重視項目（建物）
別で、図 5 の震災に対する備えの類似性を用いて集計を
行う。避難先の重視項目では建物的要因が重視されてい
る中で、震災に対する備えに関する項目では、機能的要
因になるほど避難に関する備えが重視されている。また、
避難先の重視項目（管理）の物的要因は機能的要因にな
るほど重視される傾向がみられる。これより、『機能的
要因』で物的要因・避難に関する備えが重視されている
ことから安心して避難生活を過ごすことを重視している
と考えられる。
第 4 章 避難経路に対する意識特性

図 9 は避難経路を森小路 2 丁目 2 番地の住民 5 人に聞
き取りをしたものである。図 10 はこれに基づきマルコフ
過程によるモデル化１）を行い、交差点での避難者訪問頻
度（確率値）を算定したものである。避難経路の混雑の
程度は予測が困難であるが、この方法により地区人口と
の関わりで経路内交差点の混雑量が推計でき、緊急避難
等の経路の安全の確保などの基礎情報となりうるであろ
う。

次に、避難経路の重視項目（意識面）の回答から類似
性を見るべくクラスター分析を行った。図 11 の分析結果
から、「広い道路を横断しなくてもよい」と「見通しの
良い道」の『道路的要因』、「あまり車の通らない道」
と「知人・友人が住んでいる道」の『個人的要因』で高
い類似性がみられ、「普段よく使う道」を含め大きく 3
つの類似パターンがあることがわかる。図 12 では避難経
路の決定別に、避難経路の重視項目（意識面）でみられ
た類似性と分析を行う。
また、図 13 では避難経路の重視項目（道路面）のクラ
スター分析より、「避難先までの避難情報（看板など）」
と「木造建築やブロック塀の隣接していない道」の『安
心感のある道』で高い類似性がみられ、「道幅が広い」、
「歩道のある道」を含め大きく３つの類似パターンがあ
ることがわかる。図 14 では避難経路の決定別に、避難経
路の重視項目（道路面）でみられた類似別の集計を行う。
避難経路を家族で決めている住民と比べ決めていない住
民は、図 13 で個人的要因、道路的要因のような経路に関
する不安を感じる項目、図 14 では避難先までの避難情報
（看板など）など安心感のある経路の項目を重視してい
る。これより、避難経路を決めていない住民は避難経路
に関する情報が少なく避難経路に不安を感じる項目、安
心感のある経路の項目の回答割合が多くなっていると考
えられる。
図 15 では避難経路
の重視項目（意識面）
別で、システムパニッ
ク類似別に集計を行
う。避難経路の重視項
目（意識面）は普段よ
く使う道が重視され
ている中で、システムパニックのライフラインは個人的
要因になるほど、重視されている。また、ライフライン

のように生活の基盤となり、生活に安心感を与える項目
では「心の支え」という観点で個人的要因と類似すると
考えられる。これより、60 歳以上の高齢者や主婦は個人
的要因を重視していることから、「心の支え」「生活に
対する安心感」を重視していると考えられる。
第５章 システムパニック特性別意識特性
図 2 で類似性を分
析した。図 16 ではシ
ステムパニック別で
避難先の重視項目（建
物）を集計した。これ
より、システムパニッ
クの項目は、ライフラ
インの項目が重視さ
れている中で、避難先での重視項目（建物）では行動制
約の項目になるほど建物的要因が重視されている。また、
家族で避難先を決定している住民は行動制約を重視して
いることから、震災時にあらかじめ家族で避難先を決定
している住民は出先での震災で避難先に集まることがで
きなくなることを危惧していると考えられる。
（件）
次に、
図 17 ではシス
テムパニック別で震災
に対する備えに関して
集計した。これより、
ライフライン
二次災害
行動制約
システムパニックの項
目では、ライフライン
の項目が重視されてい
図 17：システムパニック別震災に対する備え
る中で、震災に対する
の割合
備えの項目では心的備
えを重視している。また、60 歳以上の高齢者は長期の避
難生活で必要となるライフラインの項目を重視してい
る。また、家族で避難先を決定している住民は行動制約
を重視している。これは前項と同じく、家族が出先での
震災で避難先に集まることができなくなることを危惧し
ていると考えられる。
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第 6 章 密集市街地にみる意識特性
大阪市では災害時
大火になる可能性の
高い密集市街地を指
定している。（図 18）
この密集市街地に属
している住民と属さ
ない住民にどのよう
な意識の違いがある
図 18：旭区密集市街地
か、集計を行った。
図 19 では、小学校区とシステムパニックの関連性

の分析するために、コレスポンデンス分析２）を行っ
た。これによると、密集市街地に属している中宮・
大宮・千林地区で「二次災害」と高い関連性がみら
れた。また、図 20 では密集市街地に属している住民
と属さない住民にシステムパニックについて意識特
性があるか分析した図である。大阪市で災害時大火
になる可能性の高い密集市街地に指定されている 3
地区と密集市街地に住む住民に「二次災害」の回答
割合が多いのは、住民が潜在的に災害時の火災を恐
れていると考えられる。

図 21 は密集市街地ごとに図 11 で分類した避難経
路の重視項目（意識面）で、図 22 では密集市街地ご
とに図 13 で分類した避難経路の重視項目（道路面）
で各々集計した。これより、密集市街地に属してい
る住民は属していない住民に比べ、道幅が広い避難
経路、避難先までの誘導情報（看板など）、普段よ
く使う道を重視している。これは、密集市街地は道
幅の狭い道路と入り組んだ道の多いことから重視さ
れていると考えられる。
第 7 章 避難弱者の認知と手助け

図 23 より、避難弱者の認知をしている住民と比べ、
認知していない住民はハザードマップ・防災マニュアル
の認知度が低いことがわかる。
図24では避難弱者の認知と手助けの関連性をコレスポ
ンデンス分析でみたところ「避難困難者を詳しく知って
いる」と「手助けできる」、「避難困難者をやや知って
いる」と「手助けできるか今は判断できない」、「避難
困難者が離れたところにいるのを知っている」と「人手

があれば手助けできる」に高い関連性がみられ、「避難
困難者を知らない」と「手助けできない」にも関連性が
みられる。このことから、近隣にいる避難弱者の認知度
が高くなるほど、震災時の手助けに積極的と考えられる。
次に、図 25 では避難
弱者の手助けと避難経
路の重視項目（意識面）
で集計した。これより、
手助けできるという項
目から手助けはできな
いという項目にいくほ
ど、避難経路の重視項目（意識面）では普段よく使う道
を重視している。以上より、手助けできないと回答した
住民に「安心」「最短の経路」と自身が考える普段よく
使う道の回答が多いのは自身の安全、避難を重視してい
るからと考えられる。

図 26、27 は年齢別で避難弱者の認知や手助けに関する
集計を行った。図 26 より年齢が高くなると、「近隣の避
難困難者を詳しく知っている」という回答が多くなって
いるのに対し、図 27 より「手助けできない」、「手助け
したいが今は判断できない」の項目が多くなっている。
このことより、高齢者は近隣の避難弱者を認知している
が、体力的な面から避難弱者の手助けができないと考え
ていることがわかる。
第 8 章 総括
・避難先を家族で決めている住民はハザードマップ・防
災マニュアルともに認知度が高くなっている。
・社会的弱者にあたる 60 歳以上の高齢者や主婦は物的要
因を重視している。
・避難経路の決定していない住民は個人的要因、道路的
要因、避難先までの避難情報（看板など）の項目を重
視している。
・60 歳以上の高齢者や主婦は個人的要因を重視している。
家族で避難先を決定している住民は行動制約を重視し
ている。
・密集市街地に指定されている地区は「二次災害」、「火
災・爆発」の回答が多く、コレスポンデンス分析で高
い関連性がみられた。
・密集市街地に属している住民は道幅が広い避難経路、

避難先までの誘導情報（看板など）、普段よく使う道
を重視している。
・避難弱者の認知していない住民はハザードマップ・防
災マニュアルの認知度が低いことがわかる。
・近隣にいる避難弱者の認知度が高い住民が、震災時の
手助けに積極的であると考えられる。
・手助けはできない住民は、避難経路の重視項目（意識
面）の普段よく使う道を重視している。
・年齢が高くなるほど近隣の避難困難者の認知度は高く
なるが、避難の手助けができない回答者が多くなる。
防災・減災に強いまちづくりの提案
『住民が抱える震災時の不安項目の解消とハザードマッ
プ・防災マニュアルの認知度の向上』
本研究を通して、
震災時の不安
震災時の不安を住民
項目を調査票
で提出
が抱えていることが
住民
行政
わかった。その不安
ハザードマップ・
防災マニュアル
項目を行政が把握す
の配布で不安項
目に対する回答
をする
るために、配布する
ハザードマップ・防
図 28：ハザードマップ・防災マニュアルを利用し 災マニュアルの最終
た不安項目の解消方法
ページなどに郵送可
能な調査票を添付することで、住民の抱える不安項目
を知る。また、より調査票を集めるために月何名と懸
賞を設ける。その集めた不安項目を反映させたハザー
ドマップ・防災マニュアルを同様に調査票を添付した
状態で再配布する。ハザードマップ・防災マニュアル
の内容としては、文字が多く全てを読み切るのは難し
く、貰ってもしまったままの住民が多かった。子ども
でも理解できる簡単さで、かつ日常生活でよく目にす
るものが望ましい。そこで、ハザードマップは行事を
のせたカレンダーと一体にし、小学校には下敷きなど
で配布する。防災マニュアルは手帳やメモ帳と一体に
する。また、行政が持っている全ての情報を文字で書
き込むのではなく、震災時の住民の安全確保に大切な
情報や住民の不安に考える項目を厳選し、イラストや
漫画を使い子どもでも理解できるものをつくる。その
うえで、図 28 のような流れをつくり住民の不安の解消
とハザードマップ・防災マニュアルの質・認知度の向
上を行う。これらは、一例であるが住民が防災に関し
て興味を持てる体制づくりや住民と行政の繋がりの強
化が、今後重要となってくるだろう。
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