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病の悪化などによるいわゆる「災害関連死」は
178人にのぼった（図1）。

このような状況の中で必要とされたのが，被
災地の住民の生命と暮らしを支える「生活情
報」であった。地震発生直後から，被災地の
自治体や放送局，新聞社などは，水や物資の
配布や医療，交通など多様な「生活情報」をさ
まざまな媒体を通じて発信した。筆者も2回目
の震度7の地震の翌日から計21日間，NHK熊
本放送局に入り，生活情報の発信に携わった。

こうした経験も踏まえながら，熊本地震の発
生後に自治体やメディアが被災地の住民に向

─Ⅰ──はじめに

2016年4月に発生した「平成28年熊本地震」
は，わずか28時間のうちに震度7を2回観測
するというこれまでに例のない災害であった。
熊本県では約8,700 棟の住宅が全壊。活発な
地震活動が続き，一時は熊本県の人口の1割
にあたる約18万人が自宅を離れて避難した。
水道やガス，鉄道，道路などのインフラも甚大
な被害を受け，水や食料なども不足する中で，
住民は厳しい生活を強いられた。熊本県内の
地震による直接の死者は50人，被災後の持

2016 年 4月に発生した「平成 28 年熊本地震」は，わずか28 時間のうちに震度 7を2回観測するという，過去に
例のない地震災害であった。熊本県では約8,700 棟の住宅が全壊。活発な地震活動が続き，一時は熊本県の人
口の1割にあたる約18万人が避難した。水道やガス，鉄道，道路などのインフラが甚大な被害を受け，生活物
資も不足する中で，地震発生直後から被災地の自治体やメディアは，物資の配布や交通，医療など多様な「生活
情報」を多様な媒体を通じて発信した。本稿は，自治体やメディアへの聞き取りと，被災地住民 2,000人を対象
とした世論調査に基づき，大規模災害時の生活情報伝達をめぐる課題を検討した。

■水道やガスなどの「ライフラインの復旧見通し」に関する情報は，いずれの自治体でも半数以上の人が「手に入
りにくかった」と回答。スーパーやガソリンスタンド，コインランドリーなど民間商業施設の情報が不足していた
という指摘もあった。

■20 〜 40代では「スマートフォン・携帯電話」が主要な情報入手の手段になっていたが，テレビを見なかったわけ
ではなく，カーナビやスマートフォンでテレビを視聴していた。

■20代では「ツイッター」，30代では「フェイスブック」の使用が目立つ。40代は「市町村のホームページ」が情報
源の上位に入り，自ら情報を取りに行く姿勢がうかがわれる。

■益城町では，Lアラート（災害情報共有システム）の「お知らせ」機能を使って，メディアに生活情報や支援情報
を一斉に発信した。被災自治体での「お知らせ」機能の活用は今回が初めてで，災害時の有効な情報共有ツー
ルとなる可能性がある。

■地震前から活断層地震のリスクを認知していた人は，防災対策をしていた率も高かった。平常時に地域の災害
リスク情報を周知・浸透させることは有効な防災対策と考えられる。

被災地住民が求める
「生活情報」とその発信

～平成28年熊本地震被災地における世論調査から～

メディア研究部  入江さやか
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けた生活情報をどのように発信していたのか，
聞き取り調査を行った。さらに，被災地の4市
町村の住民2,000人を対象に郵送法による世
論調査を実施。地震発生後の避難状況や生活
情報ニーズ，情報の入手手段などの把握を試
みた。本稿では，これらの調査に基づき，大
規模災害時の生活情報伝達をめぐる課題を明
らかにする。

─Ⅱ──平成28年熊本地震

2016年4月14日午後9時26分に熊本県熊
本地方の深さ11kmでマグニチュード（M）6.5 
の地震が発生，熊本県益

まし

城
き

町で震度7，熊本
県熊本市，玉名市，宇城市，嘉島町，西原村
で震度6弱を観測した。その28時間後の4月
16日午前1時25分に，熊本地方の深さ12km
でM7.3の地震が発生した。この地震で，熊
本県益城町，西原村で震度7，熊本県熊本市，
菊池市，宇土市，宇城市，合志市，大津町，

嘉島町，南阿蘇村で震度6強を観測した 1）。
熊本地震の特徴は2つある。第1は，内陸

の活断層によるいわゆる「直下型地震」で，断
層直上の地域が非常に激しい揺れに見舞われ
たことである。第2は，2回の大きな地震の後
も極めて活発な地震活動が続いたことである。
4月14日の最初の地震から1か月間に観測され
た震度1以上の有感地震は3,363回で，その
うち震度5弱以上の地震が22回も発生してい
る2）。これが住民の避難行動にも大きな影響
を与えた。

─Ⅲ──被害・避難の状況

1　被害と避難の概要

熊本地震では，2回の強い地震で多数の住
宅が倒壊し，道路や橋，ライフラインなどの社
会基盤も大きな被害を受けた。

熊本県のまとめでは，住宅の全壊が8,657
棟，半壊が 3万4,083 棟，地震による直接死

は50人で，被災後に持病
が悪化したことなどによる
いわゆる「災害関連死」は
178人であった 3）4）。

活発な地震活動が続く中
で，多くの住民が自宅を離
れて避難生活を余儀なくさ
れた。熊本県内で自治体
の指定した避難所に避難し
た人は最も多いときで18万
3,882人と，熊本県の人口
の1割にのぼった。このほ
かにも多数の住民が自治体
の指定避難場所以外の施
設や商業施設などに身を寄

熊本県資料（被害状況），地震調査委員会資料（断層帯）による
※死者の数には「災害関連死」を含む

図１　調査対象自治体の被害状況と
　　　断層帯の位置

熊本市
死者　72 人
住家全壊　2,454 棟
り災世帯数　5万 2,950 世帯

布田川断層帯

日奈久断層帯

益城町
死者　40 人
住家全壊　3,026 棟
り災世帯数　7,386 世帯

南阿蘇村
死者　29 人
住家全壊　694 棟
り災世帯数　1,596 世帯

西原村
死者　8 人
住家全壊　512 棟
り災世帯数　1,376 世帯
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せた。避難の実態については，今回実施した
世論調査の結果に基づき後述する。

住民の生活を支える社会基盤も甚大な被害
を受けた。水道の送水管の破損などにより，
熊本県内では最大で44万5,857戸が断水。熊
本市では断水が2週間に及び，市民生活に大
きな影響が出た。都市ガス（西部ガス管内）は
最大で10万5,000戸が供給停止となり，復旧
が完了したのは4月30日であった 5）。

物資の輸送の動脈である高速道路の被害も
大きかった。九州自動車道が，盛土の崩壊や
跨道橋の落橋などにより，通行できなくなった。
高速道路の通行止めは，九州自動車道を含め
7路線・599キロに及んだ 6）。

国道は土砂崩れなどで37区間で通行止めと
なった。中でも大規模な斜面崩壊により「阿蘇
大橋」が落ち，国道57号線と325号線が寸断
された影響は大きく，熊本市から阿蘇方面へ
の交通が困難になった。

九州新幹線は4月14日から27日まで運転を
休止。JR豊肥線（肥後大津〜阿蘇間）と南阿
蘇鉄道高森線（立野〜中松間）は2017年8月
14日現在も運休が続いている。

2　【世論調査結果】被害・避難状況
2-1　世論調査の概要

NHK放送文化研究所（以下，文研）は，2017
年2月1日から28日にかけて，「熊本地震にお
ける住民の情報取得行動等に関する世論調査」
を実施した。地震による被害が甚大だった熊
本県の熊本市東区，益城町，西原村，南阿蘇
村を対象とし，各自治体に居住している20歳
以上の男女各500人，計2,000人を住民基本台
帳から無作為抽出し郵送法で行った。有効回
答数（率）は1,430人（71.5％）だった。

なお，調査対象とした自治体の人口に差が
あるため，「全体」の百分率を出すにあたって
は，4自治体の20歳以上の人口比によるウエイ
ト集計を行った（表1）。また，以下の記述で，
百分率は原則として整数で示すが，値が0.5％
未満の場合は小数点以下第1位まで表示して
いる。

2-2　住宅被害−益城町では4分の1が「全壊」

Ⅱで述べたように，熊本地震では活断層近
傍の地域が非常に強い揺れに見舞われた。地
震の揺れによる土砂崩れや液状化現象も発生
し，これらで被害を受けた建物もあった。

今回の調査では，まず地震による住宅の被
害状況を聞いた（図2）。最も被害が大きかっ
た益城町では，4分の1の人が「全壊」と答え
た。「全壊」「大規模半壊」「半壊」をあわせ
ると54％に達した。西原村では，「全壊」が
19％，「半壊」以上の被害を受けたのは55％
だった。

人口（20 歳以上） 有効回答率
熊本市東区 14 万 9,620 人 69.4%

益城町 2 万 5,855 人 69.4%
西原村 5,353 人 73.6%

南阿蘇村 9,455 人 73.6%

（2016 年 10 月 1 日現在　熊本県推計人口調査結果報告による）

表 1　調査対象自治体の人口と有効回答率

図 2　住宅の被害状況

 無回答

被害なし

 一部損壊

半壊

 大規模半壊

 全壊

南阿蘇村

西原村

益城町

熊本市東区

（N=368）

（N=368）

（N=347）

（N=347） 24553 15%
1

42 425 12 17
1

42 219 297
1

29447 3 16
1

1

全壊

被害なし 無回答

大規模半壊 半壊 一部損壊
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2-3　自宅の庭や商業施設など
避難場所が分散化　

多数の住宅に深刻な被害が出ていたうえ，
活発な地震活動が続く中で，8〜9割の人がな
んらかの形で「避難」をしていたことがわかっ
た（表2）。

最も長く避難をしていた場所を聞いたところ，
いずれの自治体でも「自宅の屋外」が最も多
かった。「自宅の屋外」は，自宅の庭や農地な
どで，テントや自動車の中にいた場合も含んで
いる。被災地ではこれらを「軒先避難」と呼ん
でいた。農機具や倒壊した家の屋根瓦などの
盗難を警戒し，避難所に行かず自宅のそばに
とどまった人が多かったという。

次いで多かった避難場所は，学校や体育館な

ど「自治体の指定避難場所の屋内」だが，益城

町だけは「家族・親戚・知人の家」が多い。これ

は，町が避難場所に指定していた3,000人収容の

益城町立総合体育館の天井部材が落下し，使用

できなくなったことなどが一因と考えられる。「空

き地や，商業施設・飲食店など民間施設の駐車

場（屋外）」に避難していた人も4 〜 10％いた。こ

のように，避難場所が分散したことが，自治体の

情報伝達や支援物資の配布を難しくした。

2-4　「1か月以上」の避難者も多数
高齢者ほど避難が長期化　

「避難していた」と答えた人に，その期間を聞

いた（図3）。自治体ごとの差が大きく，住宅の被

害が大きかった益城町と西原村では「1か月以上」

が最多で，最長の人は11か月以上避難していた。

熊本市東区は59％が1週間未満だった。南阿蘇

村は「3日以上7日未満」が25％で最も多かった。

避難の期間を年代別にみてみると，70 代以
上の高齢者の14％が1か月以上避難をしていた

（図4）。これはどの年代よりも多く，厳しい環
境の中で高齢者が長期の避難生活を余儀なく
されていたことがうかがえる。

図 3　避難していた期間（該当者＝避難していた人）

（%）
熊本市東区
（N=347）

益城町
（N=347）

西原村
（N=368）

南阿蘇村
（N=368）

自宅の屋外（自宅の庭や
農地など。テントや自動
車の中にいた場合も含む）

29 30 25 34

自宅敷地内の建物（倉庫
や離れ，納屋など） 2 4 3 6

自治体の指定避難場所の
屋内（学校や体育館，福
祉施設など）

12 16 21 18

自治体の指定避難場所の
屋外（校庭や施設の駐車
場など。テントや自動車
の中にいた場合も含む）

9 10 11 8

空き地や，商業施設・飲
食店など民間施設の駐車
場（屋外）

10 8 7 4

商業施設・飲食店など民
間施設（屋内） 0 0.3 0 1

家族・親戚・知人の家 12 21 19 9

職場 2 0.3 2 1

路上 1 0.3 1 2

その他 3 3 1 2

避難した（計） 78 93 90 84

避難はしなかった 21 7 8 14

無回答 1 1 2 2

表 2　最も長く避難していた場所

南阿蘇村

西原村

益城町

熊本市東区

（N=309）

（N=331）

（N=321）

（N=271） 8 222272012% 35

21815 1563 2812

2151986 241314

22125127 15810

1日以内 2日以上3日未満
3日以上7日未満 1週間以上2週間未満
2週間以上3週間未満 3週間以上1か月未満
1か月以上 無回答

南阿蘇村

西原村

益城町

熊本市東区

（N=368）

（N=368）

（N=347）

（N=347）
 無回答

 避難しなかった

1か月以上

3週間以上1か月未満

2週間以上3週間未満

1週間以上2週間未満

3日以上7日未満

2日以上3日未満

 

22 217211610% 346

8 51714 1463 2611

10 5131775 211213

16 41721106 1378

1日以内 2日以上3日未満
3日以上7日未満 1週間以上2週間未満
2週間以上3週間未満 3週間以上1か月未満
1か月以上 避難しなかった 無回答
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2-5　6 ～7割が「車中泊」を経験

熊本地震では，車の中に避難して寝起きす
る「車中泊」が多いことが注目された。狭い車
内に長時間とどまることで，足の静脈にできた
血栓が肺に流れて血管をふさぐ「エコノミーク
ラス症候群」を発症して亡くなったケースもあっ
た。共同通信の調べによると，熊本県内で「災
害関連死」と認定された170人のうち，24％が

「車中泊」を経た後に死亡していたという7）。
今回の調査でも，いずれの地域も6〜7割

が車中泊をしていた（図5）。期間は，益城町，
西原村，南阿蘇村では「7日以上14日未満」が
最も多く，いずれも2割以上だった（図6）。熊
本市東区では「2日」が最多。益城町では車中
泊をしていた人の9％もの人が「1か月以上」車
内で寝起きをしていた。

年代別にみると，40 代は78％が車中泊をし
ていたが，70 代以上では46％と少なくなって
いた。

2-6　「車中泊」の最大の理由は「地震の揺れ」

なぜこれほど多くの人が車内で寝起きしてい
たのだろうか。その理由を複数回答で聞いたと
ころ，いずれの自治体でも「地震の揺れが怖
かった」が飛び抜けて多かった。住宅が倒壊す
るおそれがあるため，安全が確保できる車内
を選んだといえる。次いで「自宅のそばを離れ
たくなかった」「避難場所の中では気が休まら
ない」の順だった（図7）。「その他」の自由記
述では，「家族に高齢者や障害者がいた」「（避
難所にいると）トイレへの行き来が面倒」とい
う趣旨の回答が多くみられたほか，断水が長
期化する中で「水の出る大型の駐車場を転 と々
移動していた」という人もいた。

図 5　車中泊の有無

図 6　車中泊の期間（対該当者＝車中泊をしていた人）

図 4　避難していた期間
（該当者＝避難していた人・年代別）

50代

40代

30代

20代

（N=193）

（N=240）

（N=180）

70代以上

60代

（N=266）

（N=263）

（N=90）

1日以内 2日以上3日未満
3日以上7日未満 1週間以上2週間未満
2週間以上3週間未満 3週間以上1か月未満
1か月以上 無回答

20
0

10
1

2619% 221

22
1

1228911 811

18 24272017 58

15 27282410 59

31
0.2

7171713 114

21 41026132 1410

南阿蘇村

西原村

益城町

熊本市東区

（N=368）

（N=368）

（N=347）

（N=347）
 無回答

 車中泊はしなかった

 車中泊をしていた

避難しなかった

13 22 363%

14 8 475

14 10 670

511 1669

 車中泊をしていた  車中泊はしなかった
 無回答

南阿蘇村

西原村

益城町

熊本市東区

（N=252）

（N=257）

（N=260）

（N=217）

1

11
16 27 7 4142218% 8

24 210 2671211 9315

4142691313 2 584 2

21 4151514 9 66 8 3

1日 2日 3日 4日 5日 6日
7日以上14日未満 14日以上21日未満
21日以上30日未満 1か月以上 無回答

南阿蘇村

西原村

益城町

熊本市東区

（N=368）

（N=368）

（N=347）

（N=347）
 非該当

 無回答

  車内には避難しなかった

  日数無回答

30日（1ヶ月以上）

21日以上30日未満

14日以上21日未満

7日以上14日未満

 ６日

 ５日

 ４日

  ３日

 ２日

 

2213 3
0 1

1

1 1

1

1

1
109 5 4 31411% 5

4 818 147 5 498 2 711

614 10318699 41053

11 16521410109 6 44 6 2

1日 2日 3日 4日 5日 6日
7日以上14日未満 14日以上21日未満
21日以上30日未満 30日（1ヶ月以上）
日数無回答 車内には避難しなかった
無回答 非該当
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─Ⅳ──「生活情報」はどう伝えられたか

1　自治体の生活情報発信

被災地では，水や食料をはじめとした生活
物資の不足や医療機関の機能停止などで，住
民の生活に大きな支障が出た。市町村は地震
発生直後からさまざまな手段で生活情報・支
援情報の発信に取り組んだが，庁舎の被災や
停電の長期化，避難場所の分散化などで，思
うように情報を伝達できないケースもあった。

1-1　熊本市

熊本市は，人口約74万人の政令指定都市で
ある。熊本地震では，建物の被害も大きかっ
たが，都市の生活を支える水道とガスが長期
間にわたり機能停止した。さらに支援物資の
配布の遅れや災害廃棄物の処理などさまざま
な課題に直面した。

熊本市は，毎日定時の記者会見や，避難者
に向けた広報紙，チラシのほか，ウェブサイ

トなどを通じて生活情報や支援情報を発信し
た。また，既存の地域 FM局「熊本シティエ
フエム」が通常の放送を休止し，熊本市が運
営する臨時災害放送局「くまもとさいがいエフ
エム」として生活情報を放送した。

熊本市の情報発信の大きな特徴は，大西一
史市長自らが，「ツイッター」で直接情報を発信
し続けたことである。14日の最初の地震発生
直後から，自らのツイッターアカウントで市民に
冷静な対応を呼びかけた。大西市長のツイッ
ターのフォロワー（固定読者）は8万人以上。

「動物園からライオンが逃げた」などといったデ
マの拡散防止や，水道管の漏水箇所の情報提
供のお願い，災害廃棄物に便乗したゴミ出し
への注意，子どものメンタルケアなどさまざま
な情報を発信した（図8）。

市民からの問い合わせに応じる窓口をアウト
ソーシングしたことも，熊本市の特徴である。
断水が長期化する中で市民からの問い合わせ

図 7　車中泊をしていた理由
（該当者＝車中泊をしていた人／複数回答）

図 8　熊本市・大西市長のツイッター

無回答

その他

貴重品を管理しやすい

自宅のそばを
離れたくなかった

テレビやラジオを
視聴したかった

ペットを連れていた

小さい子どもがいて
周囲に遠慮した

プライバシーを
守りたかった

避難場所の中では
気が休まらない

避難場所がいっぱいで
入れなかった

地震の揺れが怖かった 85%

15

24

19

12

12

11

30

10

12

2 （N=986）
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や苦情が相次ぎ，上下水道局の職員は電話対
応に追われ，復旧に向けた業務にも支障が出
るようになった。このため熊本市は，4月21日
から外部の事業者に委託して「水が出ない方
専用コールセンター」を設置して問い合わせに
対応した。

1-2　益城町

震度7の地震に2度見舞われた益城町は，
役場の庁舎が被災して情報系のサーバーや非
常用電源もダウンし，住民向けの情報発信手
段として準備していたウェブサイトや安全安心
メール，防災行政無線の一切が使えなくなっ
た。さらに町の指定避難所だけでなく，民間
の商業施設の駐車場などいわゆる「指定外避
難所」や自宅の庭や農地などにも多くの住民が
分散して避難していたため，生活情報や支援
情報をくまなく伝えることが非常に困難な状況
だった。

発災直後は，職員がA4の紙に手書きで1
枚 1枚告知内容を書き，避難所に持参して掲
示していた。広報車2台が町内を回って周知
活動を行ったほか，1日5回の記者会見でメ
ディアに情報を発信した。

発災から2週間後の4月27日には臨時災害
放送局「ましきさいがい
FM」が開設されたほか，
30日からは「広報ましき臨
時号」の発行を始めるな
ど，徐々に行政の情報発
信機能が復旧・拡充され
ていった。「ましきさいが
いFM」は町の保健福祉
センターに拠点を置き，町
の職員やボランティアが

放送にあたった。益城町の西村博則町長も毎
日出演し，住民に直接情報を発信した。

5月5日からは「Lアラート（災害情報共有シ
ステム）」を使った情報発信が始まった 8）（図

9）。「Lアラート」は，災害時に市区町村やライ
フライン事業者などが入力する情報を共有サー
バーに集約，放送局などのマスメディアや携帯
電話事業者などがそれらの情報を受け取って
広く発信するシステムで，2017年6月現在，44
の都道府県で導入されている。Lアラートは一
般に緊急時の避難情報の伝達に使われること
が多いが，「お知らせ」機能を使用すればさま

図 9　Lアラートのシステム概念図

写真 1　益城町の避難所の貼り紙

益城町の避難所の掲示板に貼り出された「役場からのお知ら
せ」。役場庁舎が被災し，通常業務ができないことなどを告知
している。

総務省資料をもとに作成

情報発信 情報伝達 地域住民Lアラートの
情報共有サーバー
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ざまな生活情報を発信することもできる。被災
地の自治体での「お知らせ」機能の活用は今回
が初めてであった。

熊本地震の発生後，Lアラートのシステムを
管理する「マルチメディア振興センター」の職員
などが益城町に入り，生活情報の入力を支援し
た。発信された情報は，後述するNHKの「ラ
イフライン情報」やスマートフォンの情報アプリ

「全国避難所ガイド」などで活用された。

1-3　西原村

西原村は全世帯に防災行政無線の戸別受信
機を配置しており，発災後も住民への情報伝
達に活用した。4月23日からは村の職員1人と
県からの応援職員1人で「広報西原号外 災害
臨時号」の発行を開始，避難所に配布・掲示
した。現在も随時発行している。

SNSやメールなどのIT系の情報ツールには
頼らなかった。その理由について西原村は「高
齢者はインターネットやメールは使えない。無
線で伝えきれないきめ細かい情報を伝えるため
に紙媒体を活用した」としている。これらの号
外や防災行政無線で放送した内容を，個人の
フェイスブックに掲載してボランティア的に周知
を図った住民もいたという。

1-4　南阿蘇村

南阿蘇村は，大規模な土砂崩れで送電用
の鉄塔が被災したため，4月28日まで全域で
停電が続いた。村は全世帯に防災行政無線の
戸別受信機を配置していたが，無線の中継所
が停電でダウンしたために放送ができなくなっ
た。そのため村内の消防団（17分団）に依頼し
て，消防積載車約30台で村内を回り，スピー
カーで情報伝達を行った。

村役場も九州電力の電源車から電力供給を
受けている状況だったが，4月18日から紙媒
体で「災害情報 乗り越えよう」の発行を始めた

（図10）。職員1人が情報収集と編集作業の専
従となり，当初は連日発行していた。また，4
月23日から1日に2回，定時の報道発表を行
い，道路やライフラインの復旧状況などを周知
した。

2　メディアの「生活情報」発信
2-1　NHK

NHKはこれまでも被災地向けに生活情報を
さまざまな形で伝えてきたが，2011年の東日本
大震災の教訓を踏まえ，大規模災害にも対応
できる生活情報コンテンツの制作・発信体制を
全国的に整備した。これは「ライフライン放送
マニュアル」「ライフライン放送システム」として
全局で共有されている。「ライフライン放送」と
いう名称にはなっているが，テレビ（総合，E
テレ），テレビのL字放送，データ放送，ワン
セグ放送，ラジオだけでなく，ホームページや
携帯サイト，SNSなどあらゆる媒体を通じて生
活情報の発信に取り組むことにしている。

NHK熊本放送局では，最初の地震の発生
を受けて，4月15日未明からライフライン情報
の放送・発信を開始し，6月17日まで2か月間

図 10　 南阿蘇村の広報紙「乗り越えよう」
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にわたって，すべての媒体を使って情報を伝え
続けた。

このうちテレビについては，4月15日から18
日は主にEテレで，19日以降は主に総合テレ
ビで生活情報を放送した。毎回5分前後の枠
で，多い日は1日に8回，そのつど内容を変え
て伝えた。1日の最後の回（午後8時30 分〜
45分）だけはEテレで放送した。ラジオでは，
毎正時のローカル放送の中で生活情報を伝え
た。

生活情報のニーズは地震発生から時間の経
過とともに変化する。熊本放送局のライフライ
ン放送班では「今，被災者が何を求めている
か」を考え，日々情報を変えていった。発災か
ら数日間は， ▼避難場所 ▼ライフライン ▼ 交
通機関についての情報が大半を占めた。4月
18日ごろからは， ▼ 給水 ▼入浴のできる場所

▼医療機関 ▼スーパーの営業など，生活に直
結する情報が増えた。発災から1週間後から
は，なお多くの住民が避難生活を送っている
ことから，エコノミークラス症候群や熱中症，
感染症など避難中の健康管理に関する情報も
詳しく伝えた。2週目以降は， ▼り災証明の発
行 ▼被災者向けの住宅情報 ▼法律など各種相
談窓口 ▼ボランティアの活動状況 ▼ 災害ゴミ
の処理 ▼ 被災地での悪質商法への注意喚起
など，さらに情報の幅を広げた。NHKでは，
テレビ用に作成した原稿を転用して，データ放
送やホームページなどでも生活情報を展開して
いった。

今回のライフライン情報の特徴は，障害者
や持病のある人，妊産婦などケアの必要な人
に向けた情報を意識的に織り込んだことであ
る。専用の相談窓口や必要な物資を受け取れ
る場所，県外の受け入れ機関などの情報を初

期の段階からきめ細かく伝えた。
また，平板な文字情報が多くなりがちなラ

イフライン放送にメリハリをつける試みもした。
ストッキングを使ったエコノミークラス症候群
の予防対策や，ペットボトルを使った節水対
策を実演したり，手書きのパネルで悪質商法
への注意を呼びかけたりするなど，限られた
人員やリソースの中でさまざまな演出を試みた

（写真2）。

2-2　民放（熊本県民テレビ）

熊本県内の民放も被災者に向けた生活情
報を伝えた。ここでは熊本の民放4局のうち，
2016年の年間視聴率が最も高い「熊本県民テ
レビ（KKT）」の取り組みを紹介する。熊本県
民テレビは日本テレビ系列の地上波テレビ局
で，熊本県全域を放送エリアとしている。

熊本県民テレビでは4月14日の最初の地震
の8分後から緊急ニュースに切り替えた。同
局では東日本大震災の経験から，発災当初は

「命」を守る放送に徹した。16日朝から，放送
の中で避難所開設や給水に関する情報を伝え
始め，17日から徐々に「健康」や「生活」に関
する情報を増やしていった。18日に入浴施設
の情報を伝えたところ大きな反響があることが
わかり，テレビだけでなくL字放送，データ放

写真 2 　「ライフライン情報熊本」

ペットボトルを使った節水の工夫を実演
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『民放』2017 年 5 月号より

送，ホームページ，ツイッター，フェイスブック
でも生活情報を展開していった。

同局の看板番組『テレビタミン』のSNS（ツ
イッター，フェイスブック）で生活情報を伝え
始めると，視聴者が内容を拡散したり，情報
を寄せてくれたりするようになった。同局で
はニュース番組やL字放送では伝えきれない

「粒」の細かい情報をツイッターやフェイスブッ

クで発信し続けた 9）（図11）（図12）。掲載す
る原稿はテレビのL字放送用の原稿の転用で
はなく，独自に作成していた。SNSには手軽
に図表や地図なども添えられるので，込み入っ
た行政の手続きなども伝えやすかったという。
同局の丸山淳一報道局長（当時）は「発信手
段を増やしても，中身はどれもL字放送のコピ
ペでは，被災者に寄り添う情報発信とはいえ
ないと思う」と，メディアに応じた生活情報コ
ンテンツの差別化の必要性を指摘している。

2-3　新聞

熊本日日新聞は，熊本 県内で約30万部
（2016年1月）を発行している。同紙は，16日
の朝刊の紙面から「生活情報」の枠を設けた。

県内22か所の支社・総支局に一斉に協力を
要請し，県内全域から情報を収集した。特に
4月19日から23日にかけては，朝刊の1ページ
半を生活情報に割き，「給水・水道」「避難所」

「医療機関」「休校」「店舗情報」「銭湯・浴場」
など12 項目の情報を掲載した。

同紙では，避難所に新聞を無料配布すると
ともに，新聞が届かない被災者向けにニュー
スサイト「くまにちコム」上で生活関連情報面を
PDFファイル化して提供した。発災後1週間の
サイトの利用者は約80万人で，地震前の16倍
にのぼった。

フェイスブックの「熊日ライフライン速報」で
も積極的な情報収集・発信を展開した。4月16
日の地震直後に「困ったことはありませんか」と
発信すると，「どこの銀行が利用できるか」「営
業中の食料品店はあるか」「患者用の水と食料
が足りない」など被災者のさまざまなニーズが
寄せられた。同紙では，これらのメッセージを
支援の呼びかけや取材にも生かしていった。

図 11　熊本県民テレビ『テレビタミン』のツイッター

図 12　情報粒度に応じた発信方法（熊本県民テレビ）

ガスの供給再開の見通しが地図で示されている
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表 3　必要だった情報（複数回答）

表 4　手に入りにくかった情報（複数回答）

3　【世論調査結果】

被災者の求めた生活情報とその入手

熊本地震の被災地では，自治体やメディアが
さまざまな形で生活情報，支援情報を発信し
た。これらの情報はどのように住民に届いてい
たのだろうか。世論調査の結果からみていく。

3-1　生活に必要だった情報
自治体により情報ニーズに違いも　

厳しい避難生活を送る中で，被災地の住民
はどのような情報を必要としていたのか。地震
が起きてから1か月くらいまでの間に，生活す
るために必要だった情報を複数回答で聞いた

（表3）。表には，選択肢 22 項目のうち，各自
治体の上位10項目を示す。

いずれの自治体も「ライフラインの復旧見通
し」「地震の見通し」が多い。行政機能の回復
に時間を要した益城町では「り災証明の交付」
が多くなっている。道路や鉄道が寸断された
南阿蘇村では「交通情報」のニーズが高い。
また，南阿蘇村ではいたる所で土砂災害が発
生しており，雨が降るたびに村役場には土砂災
害の発生を懸念する住民からの問い合わせが
寄せられるなど，「安全確保」に関する情報も
求められていた。なお，避難していた場所や，
車中泊の有無によって情報ニーズに大きな違い
はみられなかった。

3-2　「ライフラインの復旧見通し」
半数以上が手に入りにくかった　

「手に入りにくかった情報」に関する設問の
回答では，いずれの自治体でも半数以上が水
道やガスなど「ライフラインの復旧見通し」に
関する情報をあげた（表4）。活発な地震活動
が続く中でライフラインの復旧の見通しが立ち
にくかったこともあるが，自治体やメディアの情
報発信がニーズに応えきれていなかったといえ
る。「自分の住む地域はいつごろ復旧するのか」
という関心に，できるだけきめ細かく応えてい

熊本市東区
（N=347）

益城町
（N=347）

西原村
（N=368）

南阿蘇村
（N=368）

ライフラインの
復旧見通し
（88％）

ライフラインの
復旧見通し
（78％）

ライフラインの
復旧見通し
（81％）

ライフラインの
復旧見通し
（84％）

地震の見通し
（80％）

地震の見通し
（71％）

地震の見通し
（69％）

地震の見通し
（71％）

生活物資の
配布場所や時間

（57％）

入浴できる場所
（64％）

入浴できる場所
（61％）

交通情報
（55％）

入浴できる場所
（50％）

生活物資の
配布場所や時間

（63％）

生活物資の
配布場所や時間

（55％）

生活物資の
配布場所や時間

（48％）
がれきやゴミの

処理
（46％）

り災証明の
交付

（45％）

がれきやゴミの
処理

（39％）

安全確保
（45％）

安全確保
（39％）

安全確保
（40％）

り災証明の交付
（37％）

入浴できる場所
（42％）

自宅の修理
（27％）

がれきやゴミの
処理

（39％）

安全確保
（37％）

医療機関に
関する情報
（36％）

交通情報
（27％）

医療機関に
関する情報
（31％）

自宅の修理
（36％）

避難場所
（29％）

避難場所
（24％）

避難場所
（29％）

防犯
（32％）

がれきやゴミの
処理

（26％）
医療機関に
関する情報
（23％）

防犯
（29％）

避難場所
（25％）

自宅の修理
（22％）

生活資金の支給
（25％）

熊本市東区
（N=347）

益城町
（N=347）

西原村
（N=368）

南阿蘇村
（N=368）

ライフラインの
復旧見通し
（57％）

ライフラインの
復旧見通し
（57％）

ライフラインの
復旧見通し
（62％）

ライフラインの
復旧見通し
（59％）

生活物資の
配布場所や時間

（35％）

地震の見通し
（38％）

地震の見通し
（34％）

地震の見通し
（46％）

地震の見通し
（34％）

生活物資の
配布場所や時間

（38％）

生活物資の
配布場所や時間

（24％）

交通情報
（41％）

入浴できる場所
（20％）

入浴できる場所
（29％）

自宅の修理
（24％）

生活物資の
配布場所や時間

（28％）
がれきやゴミの

処理
（20％）

り災証明の
交付

（21％）

入浴できる場所
（22％）

安全確保
（24％）
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表 6　生活情報を入手した情報機器（年代別・車中泊の有無別／複数回答）

表 5　生活情報を入手した情報機器（複数回答）

く必要がある。
「その他」の自由記述では「食料品が買える

店舗の情報」「ガソリンスタンドの情報」「洗濯
のできる場所（コインランドリーなど）」「介護
用品の手に入る場所」などの情報が手に入りに
くかったという回答が複数あった。こうした民
間の店舗や商業施設の営業に関する情報は，
自治体では発信しにくい。その分，メディアが
きめ細かくカバーしていく必要があるだろう。

3-3　生活情報を入手した情報機器

生活情報の入手に使用していた情報機器に
ついて，10項目の選択肢の中から上位5項目

を示す（表5）。
いずれの自治体にも，カーナビでテレビを見

ていた人やカーラジオでラジオを聴いていた人
がそれぞれ2〜3割おり，これは「車中泊」の
多さが背景にあると考えられる。

自治体ごとにみると，熊本市東区と西原村で
は「テレビ（屋内据え置き型）」が63％と45％
で最も多かった。益城町では「スマートフォン・
携帯電話」が多い。益城町では54％の人が住
宅に半壊以上の被害を受けたと答えており，据
え置き型のテレビを見られる環境になかったこ
とが一因と考えられる。南阿蘇村では「ラジオ」
が最も多かった。一般に若年層は高齢者に比
べてラジオへの接触率が低い10）が，南阿蘇村
では20 〜 30 代の若年層でも30％以上がラジ
オから情報を得ていた。南阿蘇村は電力供給
が回復するまで2週間かかっており，これがラ
ジオの利用率を高めた可能性がある。

全体を年代別にみると，20〜40 代では「ス
マホ・携帯電話」が第1の情報ツールになって
いた。ただ，テレビを見なかったわけではなく，
カーナビやスマホを用いて，ワンセグ放送や同
時配信でテレビも視聴していたことがわかる

（表6）。

熊本市東区
（N=347）

益城町
（N=347）

西原村
（N=368）

南阿蘇村
（N=368）

テレビ
（屋内据え置き型）

（63％）

スマホ・
携帯電話
（48％）

テレビ
（屋内据え置き型）

（45％）

ラジオ
（41％）

スマホ・
携帯電話
（49％）

テレビ
（屋内据え置き型）

（35％）

スマホ・
携帯電話
（38％）

テレビ
（屋内据え置き型）

（37％）

ラジオ
（30％）

ラジオ
（35％）

ラジオ
（車のラジオ）

（31％）

スマホ・
携帯電話
（36％）

テレビ
（スマホ等携帯端末）

（25％）

ラジオ
（車のラジオ）

（31％）

ラジオ
（25％）

ラジオ
（車のラジオ）

（36％）
ラジオ

（車のラジオ）
（24％）

テレビ
（カーナビ）

（25％）

テレビ
（カーナビ）

（25％）

テレビ
（カーナビ）

（23％）

20 代
（N=102）

30 代
（N=205）

40 代
（N=268）

50 代
（N=224）

60 代
（N=311）

70 代以上
（N=320）

車中泊をしていた
（N=986）

車中泊をしなかった
（N=186）

スマホ・携帯電話
（86％）

スマホ・携帯電話
（60％）

スマホ・携帯電話
（70％）

テレビ
（屋内据え置き型）

（61％）

テレビ
（屋内据え置き型）

（61％）

テレビ
（屋内据え置き型）

（64％）

テレビ
（屋内据え置き型）

（53％）

テレビ
（屋内据え置き型）

（53％）
テレビ

（屋内据え置き型）
（52％）

テレビ
（屋内据え置き型）

（56％）

テレビ
（屋内据え置き型）

（50％）

スマホ・携帯電話
（47％）

ラジオ
（38％）

ラジオ
（51％）

スマホ・携帯電話
（52％）

スマホ・携帯電話
（42％）

テレビ
（カーナビ）

（34％）

テレビ
（スマホ等携帯端末）

（28％）

テレビ
（カーナビ）

（31％）

テレビ
（カーナビ）

（29％）

ラジオ
（車のラジオ）

（34％）

ラジオ
（車のラジオ）

（24％）

ラジオ
（車のラジオ）

（33％）

ラジオ
（35％）

テレビ
（スマホ等携帯端末）

（28％）

テレビ
（カーナビ）

（27％）

テレビ
（スマホ等携帯端末）

（26％）

ラジオ
（車のラジオ）

（28％）

スマホ・携帯電話
（29％）

スマホ・携帯電話
（17％）

テレビ
（カーナビ）

（31％）

テレビ
（スマホ等携帯端末）

（20％）
ラジオ

（車のラジオ）
（24％）

ラジオ
（車のラジオ）

（23％）

ラジオ
（24％）

テレビ
（スマホ等携帯端末）

（28％）

テレビ
（スマホ等携帯端末）

（21％）

テレビ
（スマホ等携帯端末）

（13％）

ラジオ
（30％）

ラジオ
（車のラジオ）

（13％）
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3-4　生活情報を入手したメディア

生活情報を入手したメディアについて，27項
目の選択肢の中から，上位5項目を示す（表7）。

益城町と南阿蘇村では「家族や友人，近所
の人」いわゆる「口コミ」が，「NHKテレビ（総
合）」を上回っている。3-3でみたように，テレ
ビの視聴が難しかったことが一因であろう。

西原村では「自治体の広報紙やチラシ」が
30％と多いが，これは1-3で触れたように，比

較的早い時期から役場が「広報西原号外」を
発行していたことによると考えられる。

上位10項目には入っていないが，益城町で
は臨時災害放送局「ましきさいがいFM」が
15％となっていることが注目される。熊本市の
臨時災害放送局「くまもとさいがいエフエム」
は，熊本市で8％，益城町で9％だった。

情報入手に使用したメディアを年代別にみて
みる（表8）。どの年代も「NHKテレビ（総合）」
が最も多いが，年代が下がるにつれて減ってい
る。50 代では「NHKテレビ（総合）」と「民放
テレビ」が同率となっている。30 代はフェイス
ブック，20 代はツイッターを使って情報を入手し
ているのが特徴である。40 代以下ではLINE
の利用も目立つ。LINEは「口コミ」と同様に，
身近な生活情報をやりとりするツールとして活用
されていたと考えられる。

また，40 代のみ「市町村のホームページ」が
上位に入っており，テレビやラジオなどPUSH
型のメディアだけに頼らず，自ら情報を取りに行
く姿勢がうかがわれる。

表 8　生活情報を入手したメディア（年代別・車中泊の有無別／複数回答）

表 7　生活情報を入手したメディア
（複数回答）

熊本市東区
（N=347）

益城町
（N=347）

西原村
（N=368）

南阿蘇村
（N=368）

NHK テレビ
（総合）
（66％）

家族や友人，
近所の人
（58％）

NHK テレビ
（総合）
（58％）

家族や友人，
近所の人
（54％）

民放テレビ
（53％）

NHK テレビ
（総合）
（50％）

家族や友人，
近所の人
（49％）

NHK テレビ
（総合）
（50％）

家族や友人，
近所の人
（52％）

新聞
（44％）

民放テレビ
（39％）

NHK ラジオ
（35％）

新聞
（37％）

民放テレビ
（36％）

新聞
（37％）

新聞
（34％）

LINE
（23％）

NHK ラジオ
（28％）

自治体の広報紙
やチラシ
（30％）

民放テレビ
（30％）

NHK ラジオ
（23％）

20 代
（N=102）

30 代
（N=205）

40 代
（N=268）

50 代
（N=224）

60 代
（N=311）

70 代以上
（N=320）

車中泊をしていた
（N=986）

車中泊をしなかった
（N=186）

NHK テレビ
（総合）
（60％）

NHK テレビ
（総合）
（49％）

NHK テレビ
（総合）
（56％）

NHK テレビ
（総合）
（64％）

NHK テレビ
（総合）
（70％）

NHK テレビ
（総合）
（71％）

NHK テレビ
（総合）
（61％）

NHK テレビ
（総合）
（55％）

家族や友人，
近所の人
（51％）

家族や友人，
近所の人
（48％）

家族や友人，
近所の人
（57％）

民放テレビ
（64％）

家族や友人，
近所の人
（59％）

新聞
（53％）

家族や友人，
近所の人
（57％）

家族や友人，
近所の人
（43％）

民放テレビ
（49％）

民放テレビ
（43％）

民放テレビ
（51％）

新聞
（50％）

民放テレビ
（46％）

家族や友人，
近所の人
（49％）

民放テレビ
（49％）

民放テレビ
（38％）

ツイッター
（49％）

LINE
（37％）

LINE
（36％）

家族や友人，
近所の人
（48％）

新聞
（45％）

民放テレビ
（40％）

新聞
（38％）

新聞
（36％）

LINE
（42％）

新聞
（21％）

市町村の
ホームページ

（30％）

LINE
（23％）

NHK ラジオ
（35％）

NHK ラジオ
（38％）

LINE
（28％）

市町村の
ホームページ

（22％）

フェイスブック
（21％）
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3-5　5割前後がスマホ・タブレットを利用　

地震発生当時，スマホやタブレットを使って
いた人は，熊本市で63％，益城町で55％，西
原村で54％，南阿蘇村で45％だった。

スマホ・タブレットの用途については，4つ
の自治体に大きな差はなかった。全体でみると

「LINE」が63％で最も多く，次いで「情報サイ
ト閲覧」（56％）となっている。「テレビを見る」
は22％，「ラジオを聴く」は11％だった。

3-6　スマホ・タブレット利用者の
半数が「Yahoo!防災速報」を利用　

スマホ・タブレットを使用していた人に，ど
のような「防災情報アプリ」を利用していたか
を聞いた。「Yahoo!防災速報」が56％と多く，
次いで日本気象協会の「tenki.jp」となってい
る。ちなみに，熊本地震発生時には，NHKの

「NHKニュース・防災アプリ」はまだ公開され
ていなかった（公開は2016 年6月）。

3-7　防災情報アプリで欲しいのは
「災害」「ライフライン」に関する情報　

防災情報アプリで入手したい情報について
は，「災害そのものに関する情報」が77％，「ラ
イフラインに関する情報」が71％，「避難に関す
る情報」が56％となっており，3-1の「被災者の
情報ニーズ」を反映していると考えられる。「テ
レビ放送等のネットライブ配信」は13％だった。

3-8　NHK各媒体の有用性

NHKは被災地向けにさまざまな媒体で生活
情報を発信した。それらが役立ったかどうかを
聞いた（図13）。「NHKテレビ（総合）」と「L
字放送」は，「役立った」と「まあ役立った」で
7割前後となっており，一定の評価を得ている。

その一方で「データ放送」「ワンセグ放送」や
「ホームページ」「携帯サイト」「ツイッター」など
インターネットを介した情報発信は，認知度や
接触に課題がある。

注目されるのはNHKテレビの「Eテレ」であ
る。NHK熊本放送局では4月19日以降，「ラ
イフライン放送」の大半を総合テレビで随時放
送し，毎日の最後の回（午後8時30 分〜 45分）
だけをEテレで伝えていたが，33％が「役立っ
た」「まあ役立った」と答えている。「NHKラジ
オ」とほぼ同率である。文研が，2014年広島
豪雨災害の後に実施した同様の調査では，E
テレによる放送を「役立った」「まあ役立った」
と答えた人はあわせて15％で，今回はその2倍
だった 11）。熊本地震でEテレの評価が高かっ

図 13　NHK 各媒体の有用性

 無回答

知っていたが見聞きしなかった

あまり役立たなかった・役立たなかった

役立った・まあ役立った

NHKの
ツイッター

NHKの
携帯サイト

NHKの
ホームページ

NHKの
ワンセグ放送

NHKの
データ放送

NHKラジオ

NHKテレビの
Ｌ字放送

NHKテレビ
（Ｅテレ）

NHKテレビ
（総合） 76% 10 75

33 18 21226

67 4 14122

34 27 19 174

15 28 29 254

9 30 33 254

6 31 33 264

4 27 40 263

4 24 43 263

1

役立った，まあ役立った
あまり役立たなかった，役立たなかった
知っていたが見聞きしなかった
知らなかった 無回答
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た理由としては， ▼総合テレビのニュース番組
やL字放送などによる「Eテレ」のライフライン
放送への誘導の効果があったこと， ▼ Eテレ
のライフライン放送の中では，平板な情報の
羅列にならないよう，健康管理のノウハウを実
演するなど演出を工夫したこと， ▼広島豪雨災
害に比べ被害が広域かつ甚大で生活情報の需
要のベースラインが高く，普段は視聴習慣がな
いEテレにチャンネルを変えてでも情報を求め
た人が多かったことなどが考えられる。

3-9　インターネット緊急同時配信

NHKでは東日本大震災を契機に，災害や大
規模な事故などの際には，総合テレビの放送
をインターネットで緊急同時配信している。熊
本地震では，4月14日夜から18日朝にかけて，
総合テレビの地震関連ニュースのインターネット
緊急同時配信（ストリーミング）を行い，訪問
者数は5日間で500万を超えた。全国ニュース
を放送していない時間帯は，福岡放送局発の
ニュースを配信したが，拠点局ニュースの同時
配信は初めてであった。また，海外でも同時
配信を視聴したいという要望に応え，国内限
定の措置を解除した。

今回の調査では，インターネット緊急同時配

信を視聴した人は1割程度で，4割前後が「知
らない」「わからない」と回答した（図14）。

─Ⅴ──活断層地震リスクの認知と防災対策

1　地震を起こした活断層

熊本地震は内陸の活断層が動いて起きた
「直下型地震」であった。国の地震調査委員
会は，4月14日の最初の地震は「日

ひ な ぐ

奈久断層帯
（高野−白旗区間）」が動いたものとみている12）

（図1）。地震発生以前に公表されていた同委員
会の活断層長期評価では，「日奈久断層帯（高
野−白旗区間）」ではマグニチュード6.8 程度の
地震が発生する可能性があり，30年以内の発
生確率は不明としていた。

一方，4月16日の地震は，「布
ふ た

田川
がわ

断層帯（布
田川区間）」が動いたものとみられる。前述の
長期評価では「布田川断層帯（布田川区間）」
ではマグニチュード7.0程度の地震が発生する
可能性があり，30年以内の発生確率は「ほぼ
0% 〜 0.9%（やや高い）」となっていた。

2　【世論調査結果】活断層地震リスクの認知

本調査では，生活情報だけでなく，事前の
災害リスクの認知や防災対策の実施状況につ
いても尋ねた。その地域で起きうる災害に関す
る情報も，防災・減災上重要な情報である13）。

2-1　活断層地震リスク　
西原村の認知度が突出　

今回の地震が発生する前から，この地域に
地震を起こす「活断層」があることを知ってい
たかという設問に対しては，自治体によって大
きな差がみられた（図15）。西原村が68％と群
を抜いて高く，次いで益城町（46％），熊本市

図 14　インターネット緊急同時配信の視聴状況

南阿蘇村

西原村

益城町

熊本市東区

（N=368）

（N=368）

（N=347）

（N=347）

わからない 無回答

45 27 41312%

44 1332 48

48 4112710

51129479

見た 見ていない 知らない

 見た
 2. 見ていない
 3. 知らない
 4. わからない
 5. 無回答
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東区（26％），南阿蘇村（21％）となっている。
地震を起こす活断層の存在を「知っていた」

と答えた人に対して，どのような手段（メディア）
で知ったかを複数回答で聞いた。自治体によっ
て順位に差はあるが，「人から聞いた」「市町村
の防災マップ」「テレビ」「新聞」「市町村の『地
域防災計画』」「一般の本や雑誌」がおおむね
上位を占めた（表9）。「その他」の自由記述で
は「家族（両親や祖父母など）からの“言い伝
え”」という趣旨の回答が比較的多かった。ま
た「地域や職場の防災訓練で知った」「大学の

研究者などの講演で聞いた」「土地やマンショ
ンを購入する際に調べた」「不動産の営業マン
から説明があった」などの回答がいずれも複数
みられた。

西原村は2002年に国の地震調査委員会が
日奈久・布田川断層帯による地震の発生確率
を公表したことで危機感を強め，翌2003年か
ら1年おきに村と消防団の共催で直下型地震を
想定した全村的な「発災対応型訓練」を実施
してきた。熊本地震の前年にも行っており，13
年間にわたって継続してきた村ぐるみの取り組
みが活断層認知度の高さにつながっていると考
えられる。益城町も，上記の2002年の地震調
査委員会の発生確率公表を受けて地震ハザー
ドマップを全世帯に配布。2012年にも耐震改
修促進計画に基づき，新しいハザードマップを
配布していた。

2-2　若い世代は「学校の授業」で知る

年齢によって活断層リスクの認知手段が異な
る点も注目される（表10）。40 〜 50 代では「市
町村の防災マップ」，60 代以上では「新聞」が
多い。20 〜 30 代の若い世代はサンプル数が
91人とやや少ないが，「学校の授業」が上位に
ある点が注目される。市町村が組織として活
断層に関する授業を行っていたわけではない

図 15　活断層地震リスクの認知

表 9　活断層地震リスクを知った手段
（該当者＝リスクを知っていた人／複数回答）

表 10　活断層地震リスクを知った手段
（該当者＝リスクを知っていた人・年代別／複数回答）
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（51％）
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（42％）

人から聞いた
（49％）

学校の授業
（23％）

市町村の
防災マップ
（30％）

新聞
（37％）

テレビ
（23％）

テレビ
（17％）

テレビ
（31％）

熊本市東区
（N=89）

益城町
（N=161）

西原村
（N=251）

南阿蘇村
（N=78）

人から聞いた
（44％）

人から聞いた
（57％）
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（53％）

テレビ
（39％）

テレビ
（25％）

市町村の
防災マップ
（30％）

市町村の
防災マップ
（45％）

新聞
（35％）

市町村の
防災マップ
（24％）

新聞
（26％）

市町村の
「地域防災計画」

（22％）

人から聞いた
（31％）

新聞
（23％）

テレビ
（20％）

テレビ
（19％）

市町村の
防災マップ
（24％）

一般の本や雑誌
（16％）

市町村の
「地域防災計画」

（11％）

新聞
（18％）

一般の本や雑誌
（19％）

学校の授業
（16％）

南阿蘇村

西原村

益城町

熊本市東区

（N=368）

（N=368）

（N=347）

（N=347）

無回答
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32968
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 見た
 2. 見ていない
 3. 知らない
 4. わからない
 5. 無回答
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が，益城町では，ある小学校の教諭が理科
の授業で地域の「土地の成り立ち」を知るため
の教材として布田川断層を取り上げていた例が
あった 14）。

60 代以上については「新聞」で知った人が
多いが，熊本日日新聞では，2011年に東日本
大震災の発生を受けた連載企画「震災の教訓
−熊本の防災は今−」の中で，布田川・日奈久
断層帯を震源とする地震について「いつ起きて
もおかしくない」という専門家のコメントを紹介
するなど，折々に活断層による地震への注意を
喚起していた。

3　【世論調査結果】
事前の備えと地震の残した教訓

3-1　地震発生前から行っていた防災対策

熊本地震が起きる前から，地震に備えて
行っていた対策について複数回答で聞いた（図

16）。「全体」では，「何もしていなかった」が

33%で最も多かった。事前の対策として最も多
かったのは「地震保険への加入（JA建物更生
共済を含む）」が31％，次いで「家具の固定（一
部だけ）」が24％だった。

3-2　「備えておけばよかった」対策は
「非常食や飲料水の備蓄」　

今回の地震を経験して，改めて「備えておけ
ばよかった」と思った対策は何か，複数回答で
聞いた（図17）。「非常食や飲料水の備蓄」が
69％と最も多いのは，水や支援物資が不足し
た経験が反映されていると考えられる。次いで

「非常持ち出し品の準備」が52％，「家具の固
定（ほとんど全部）」が47％となっている。
「その他」の自由記述では，準備しておくべ

きだった物品として，ラジオ，乾電池，携帯
電話のバッテリー，自家発電機，カセットコン
ロとガスボンベ，紙皿，ラップ，ウエットティッ
シュ，水を運ぶためのポリタンク，テントなど

図 16　地震発生前から行っていた防災対策
（複数回答）

図 17　「備えておけばよかった」対策
（複数回答）
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具体的な物品をあげた人が多かった。このほ
か，「車のガソリンを常時満タンにしておくべき
だった」「水の確保（風呂の水の貯め置き，雨
水の貯蔵）」「携帯電話やスマートフォンの紛失
や電源切れに備えて，端末に登録してある電
話番号を手帳などに控えておくべきだった」「土
地を購入するときに活断層や土砂災害の危険
性を調べるべきだった」などの回答があった。
これらは被災者の「生の声」であり，平常時か
ら「身近な防災対策」として伝えていくべきも
のであろう。

4　活断層リスクの認知は
事前の防災対策に結びつくのか？

活断層地震のリスクを知ることは，事前の防
災対策と結びついていたのだろうか。活断層
地震のリスクの認知の有無と防災対策の実施
の関係を比較した（図18）。多くの項目におい
て，活断層地震リスクを「知っていた」集団の
ほうが「知らなかった」集団を上回っている。
特に「住宅の耐震補強」「非常持ち出し品の準
備」「地震保険への加入」などの項目で明らか
な差がみられる。反面，「何もしていなかった」
という選択肢では「知らなかった」が「知って
いた」を大きく上回っている。

これらのことから，活断層地震リスクの認知
と事前の防災対策の間にはある程度の相関関
係があるといえよう。もともと防災対策に積極
的だった人が活断層の情報に対する関心が高
かったとも考えられるが，活断層地震のリスク
を知ったことが防災対策を促した可能性もあ
る。地域の自治体やメディアが継続的に活断
層の存在と防災対策の必要性を伝えていくこ
とも有効な防災対策である。

─Ⅵ──まとめ

「災害情報」といえば，事前の警報や被害情
報を想起することが多いが，被災地の住民を
支え，地域が復旧・復興していくうえで「生活
情報」も重要な災害情報の一つである。今回
の調査を通じて，生活情報の伝達にはまだ多
くの課題があることが明らかになった。

1　メディアと自治体のさらなる連携を

熊本地震の発生直後から，自治体やメディ
アはさまざまな方法で生活情報・支援情報の
発信に取り組んだ。

しかし世論調査の結果では，「ライフライン
の復旧見通し」に関する情報は，半数以上の

図 18　活断層地震リスク認知と
　　　　　事前の防災対策実施の相関
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人が「手に入りにくかった」とし，店舗やガソリ
ンスタンドなどの民間商業施設の情報が不足し
ていたという指摘もあった。

大規模災害時には，市町村独自の情報発信
力には限界がある。今回のように情報発信機能
を喪失するケースもあろうし，マンパワーの不足
で対応しきれないケースもある。また避難場所
が分散している場合は，自治体の能力だけで
くまなく情報を届けるのは極めて困難になる。

その解決策の一つとして，自治体とメディア
が連携し，災害時にさまざまな情報を迅速に
くまなく発信していく体制を平常時から検討し
ておくべきであろう。現在も，紙媒体やメール，
記者会見などで情報は共有されているが，さ
らなる迅速化・効率化が必要ではないか。今
回，益城町では災害情報共有システム「Lア
ラート」の「お知らせ」機能を使ってメディアに
一斉に情報を発信した。私は実際に放送現場
でLアラート経由の生活情報を受け取って利用
したが，デジタルデータで送られてくる生活情
報は，改めて転記する必要もなく，紙媒体や
電話よりもスムーズに原稿に転用できた。自治
体にとってもメディアに一斉発信できるツール
は省力化につながるだろう。2017年7月に発生
した「平成29 年7月九州北部豪雨」で被災し
た大分県日田市でも，Lアラートの「お知らせ」
機能を使った情報発信が行われたことを追記
しておく。

ただ現状では，Lアラートは緊急時の避難
情報発信の手段としてのみ認識されており，自
治体・メディアとも「お知らせ」機能を活用する
ための合意や体制ができていない。Lアラート
は平常時からイベント情報などの発信に使うこ
ともできる。災害時の有効な情報共有ツールと
して活用できるよう，普段から利用を促進して

いくべきではないだろうか。
また，障害者や高齢者など要支援者に必要

な情報の発信もメディアの役割である。自治体
からの情報や支援が届きにくい状況であれば
あるほど，メディアが努めて要支援者向けの情
報を伝えていく必要があるだろう。

2　メディアの特性に応じた
「生活情報」発信

熊本地震では放送局，新聞社などがさまざ
まなメディアを使ってそれぞれに生活情報の発
信に取り組んだ。メディアの多様化が進み，若
い世代は今後ますますSNSをはじめとしたネッ
トメディアへのシフトが進むであろう。テレビ・
ラジオを基幹メディアとする放送局といえども，
ネットメディアの特性に応じた生活情報の出し
方を工夫していかなければならない。

これまで放送現場では，テレビ・ラジオ用
の原稿をそのままデータ放送やウェブサイトな
どに転用することが多かったが，Ⅳ章2-2で示
したように原稿の「焼き直し」だけでは被災地
の住民のニーズに応えられないという指摘もあ
る。SNSなどにはテレビやラジオにはない特
性がある。テレビ・ラジオの「セカンド」として
ではなく，ネットメディアの特性を最大限に生
かした独自の生活情報コンテンツを発信してい
く工夫も求められる。また，熊本日日新聞は
SNSを使って生活情報ニーズの把握を試みた。
被災地のニーズの把握のツールとしても有効で
あろう。

一方，今回の調査では，スマートフォンを日
常的な情報ツールとしている比較的若い世代で
も，災害時にはテレビを主要な情報源としてい
ることもわかった。高齢者はテレビ・新聞の利
用度がさらに高い。「テレビ離れ」といわれる



31SEPTEMBER 2017

中でも，災害時にはテレビやラジオを通じた生
活情報発信の手を緩めてはならないことを強調
しておきたい。

3　地域の「災害リスク」情報の周知・浸透

「生活情報」とは離れるが，今回の調査で
は，活断層地震リスクの認知と事前の防災対
策の実施の間には相関があることもわかった。
自治体・メディアは，その地域にどのような災
害が起きる可能性があるか，平常時から情報
を共有し，住民に周知しておく必要がある。た
だし，情報を出すだけではなく，西原村のよう
に継続的な訓練などを通じて，地域に浸透さ
せる取り組みが不可欠であろう。

4　おわりに

この原稿を執筆している最中の7月上旬にも，
「平成29年7月九州北部豪雨」により，福岡県
や大分県に甚大な被害が出た。今後も地震・
津波，水害，土砂災害，火山噴火などさまざま
な災害の発生は避けられない。阪神・淡路大
震災以前からさまざまな災害の現場をみてきた
が，災害時の「生活情報」は常に進化してき
た。インターネットやスマートフォンの普及と東
日本大震災の影響もあり，情報の出し手に要
求されるレベルは一層高まっていると感じる。

今回は2015 年の広島豪雨災害に続いて，
生活情報に関する2回目の調査を行ったが，こ
うした事例の検証を通じて，生活情報のさら
なる「進化」に寄与していきたい。　　　　　

          （いりえ さやか）

※「熊本地震における住民の情報取得行動等に関する
世論調査」の単純集計結果はNHK放送文化研究所
ウェブサイトに掲載（http://www.nhk.or.jp/bunken/
research/domestic/pdf/20170508_1.pdf）
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