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県に比較すると，研究機関などによる本格的
な住民調査が少ない。そこで発災1年を前に，
NHK放送文化研究所とNHK松山放送局で
は，2019年5月に愛媛県在住の20～60 代の
男女3,000人を対象にインターネット調査を実
施した。本稿では，この調査結果と現地での
ヒアリングなどに基づき，今後の災害情報の伝
達，災害報道のあり方を考察する。

 2  西日本豪雨
（平成30年7月豪雨）の概要　

まず，平成最悪の豪雨災害となった西日本
豪雨の全体像を振り返ってみたい。

 1  はじめに

「平成30年7月豪雨（以下，「西日本豪雨」と
表記）は，西日本を中心に広い範囲で記録的
な大雨となり，平成最悪の豪雨災害となった 1）。
特に，広島県，岡山県，愛媛県は，土砂災害
や河川の氾濫により甚大な被害を受けた。こ
れにともない，大雨特別警報などの防災気象
情報や避難情報の伝達のあり方などをめぐって
多くの問題点が浮かびあがった。このうち愛媛
県では，防災気象情報や避難情報に加え，ダ
ムの「異常洪水時防災操作」（以下，「緊急放
流」と表記）を行う際の情報伝達や避難のあり
方なども課題となった 2）。だが，岡山県や広島

「平成30 年7月豪雨（以下，「西日本豪雨」と表記）は，西日本を中心に広い範囲で記録的な大雨が降り，平成
最悪の豪雨災害となった。発災1年を前に，NHK放送文化研究所とNHK松山放送局では，2019 年5月に愛媛
県在住の20～60 代の男女 3,000人を対象にインターネット調査を実施した。その結果や取材をもとに，災害情
報の伝達や災害報道のあり方について考察した。
■ 今後，豪雨災害のおそれがある場合に何をきっかけに避難するかという設問に対しては，｢防災情報を見聞きす

る｣が64％で最も多いが，被害が大きかった宇和島市，大洲市，西予市では，「雨の降り方が激しくなる」「災害
の前兆を見聞きする」と回答した人の割合が高い。自治体やメディアの情報を待たず，自ら状況を判断して避難
行動を起こそうとする姿勢がうかがわれた。

■ 「災害時，テレビやラジオはどのような放送をすべきか？」を自由記述で回答してもらったところ，「警報音や全画
面表示などで避難情報を伝えてほしい」など，緊急事態に切り替わったことが瞬時にわかる放送を求める意見
が多くみられた。また，20・30 代を中心に，「周囲の人が避難しているかどうか知りたい」「どんな格好で何を持っ
て避難したらいいのか知りたい」など，避難行動を後押しするような情報を求める意見も目立った。災害時の多
様な情報ニーズに対応するため，放送とネットの相互補完，役割分担が必要とされていると考えられる。

頻発する豪雨災害　
放送は何をどう伝えるべきか？
～愛媛県における西日本豪雨インターネット調査から～

メディア研究部  入江さやか
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2-1  気象状況

2018年6月28日以降，前線と台風7号の影
響により日本付近に非常に暖かく湿った空気が
流れ込み，広い範囲で大雨となった 3）。特に7
月6日から8日にかけては，西日本を中心に広
い範囲で記録的な豪雨となり，気象庁は，福
岡県，佐賀県，長崎県，岡山県，広島県，鳥
取県，兵庫県，京都府，岐阜県，高知県，愛
媛県の1府10県に「大雨特別警報」を発表し
た。数十年に1度の災害の可能性があり，最
大限の警戒を呼びかける「特別警報」がこれほ
ど広範囲に発表されたのは初めてである。

降り始めからの雨量は，馬
うま

路
じ

村魚
や

梁
な

瀬
せ

（高
知県）で1,852.5ミリ，郡

ぐ

上
じょう

市ひるがの（岐阜
県）で1,214.5ミリなど，平年の7月1か月分の
降水量の2～4倍に達したところがあったほか，
九州から北海道の多くの観測点で観測史上最
大の降水量を記録した。

2-2  各地の被害

国土交通省によると，国が管理する全国の
47河川，都道府県が管理する268河川で浸水
の被害が発生した4）。中でも岡山県倉敷市真

ま び

備
町では，河川の氾濫で地区の面積の3分の2
が浸水し，住宅4,000 棟以上が被災した。

また，広島県など各地で土砂災害（土石流，
地すべり，がけ崩れなど）が多発，国土交通
省のまとめでは，全国で2,581件にのぼってい
る 5）。

内閣府によると，広島県，岡山県など14府
県で237人が死亡，8人が行方不明となってい
る。また，住宅6,767棟が全壊，2万8,000 棟
以上が浸水するなど甚大な被害が出た。

2-3  愛媛県の気象状況と被害

2-3-1  気象状況

愛媛県内では7月5日から8日にかけて，記
録的な大雨が降った 6）。強い雨が降り始めた時
刻はばらつきがあり，県東部の今

いまばり

治市など東
予地域では5日の夕方から，松山市など，中
予地域では6日の未明から，南予地域の大

おお

洲
ず

市・西
せい

予
よ

市付近では6日の昼ごろから，宇和
島市では7日の未明から雨が強まった。5日か
ら8日までの4日間の積算雨量が，▶今治市で 
463.5ミリ（7月の平均雨量の2.8倍），▶西予市 
宇和で539.5ミリ（同2倍），▶松山市で361.5
ミリ（同1.9 倍），などとなった 7）。

2-3-2  被害

西日本豪雨の被害は県内各地に広がってい
るが，特に宇和島市・大洲市・西予市の3市の
被害が甚大だった（図1）。国土交通省による
と，宇和島市を中心に412件もの土砂災害が
発生。また，南予地域を流れる肱

ひじかわ

川上流にあ
る野村ダムと鹿

か

野
の

川
がわ

ダムが満水となり，7日の
朝，ダムの決壊を防ぐための緊急放流が行わ
れた。過去に例のない大量の水が放流され，
ダムの下流の西予市野村地区や大洲市で肱川
が氾濫し，大きな被害が出た。

愛媛県によると，死者（災害関連死含む）
は，宇和島市で12人，西予市で6人，大洲市
と松山市でそれぞれ 4人，今治市で2人，鬼

き

北
ほく

町で1人の計29人となっている 8）。住宅の被
害は，全壊632 棟，半壊3,212 棟，床上浸水
360 棟，床下浸水 2,692 棟だった。また，16 
市・町で，35万9,035世帯，75万7,685人に対
し，避難指示（緊急）または避難勧告が発表
された。
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県名は示されなかった 9）。
愛媛県では，翌6日未明から各地に相次い

で防災気象情報が発表された。表1に主要な
ものを示した。最初の「土砂災害警戒情報」は
6日午前3時5分に東予地域の今治市と上島町
に発表され，これ以降8日までの3日間で松前
町を除く19の市・町に発表された。「記録的短
時間大雨情報」は，7日から8日にかけて南予
地域に4回発表された。このうち3回は7日の
朝で，この段階で南予地域では土砂災害や河
川の氾濫が発生，深刻な被害が起きていた。

「大雨特別警報」が発表されたのは翌8日の午
前5時50 分で，対象は宇和島市と愛

あい

南
なん

町で
あった。

松山地方気象台は，6日の未明から県内の
市・町の首長や防災担当者に直接電話（ホット
ライン）をかけ，土砂災害警戒情報などの防災
気象情報の事前告知や今後の雨の見通しの解
説などを行った。

 3  防災機関の情報発信

インターネット調査の結果をみていく前に，
発災当時，気象庁やダムを管理する国土交通
省がどのような情報発信を行ったか，確認して
おきたい。

3-1  気象庁・気象台の情報発信

記録的な豪雨のおそれがあるため，気象庁
は7月5日午後 2時に臨時の記者会見を行っ
た。気象庁が前線による大雨について記者会
見を行うことはまれである。かつ，3日先まで
の長期間の警戒を呼びかけたのも異例で，こ
れには危機感を伝えようとする意図があった。
ただ，この段階での発表文は「西日本と東日
本では，記録的な大雨となるおそれがありま
す。（中略）非常に激しい雨が断続的に数日間
降り続き，記録的な大雨となるおそれがありま
す」となっており，警戒すべき地域名や都道府

図1　愛媛県内の被害と肱川流域の浸水状況

（愛媛県・国土交通省資料をもとに作成）

［愛媛県内の被害］

［浸水状況］

今治市

南予

中予

愛媛県
東予

松山市
死者4人
住宅全壊
      13棟

大洲市
大洲市死者4人

住宅全壊 
    386棟西予市

西予市

死者6人
住宅全壊 
    133棟

鬼北町
死者1人
住宅全壊 なし

宇和島市
死者12人
住宅全壊 69棟

死者2人
住宅全壊 16棟

野村ダム

肱川
鹿野川
ダム

浸水範囲

（死者には災害関連死を含む）
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3-2  ダムに関する情報発信

2章の3-2で述べた通り，今回の豪雨では，
肱川の2つのダムの緊急放流により，下流で氾
濫が発生し，甚大な被害が出た。これらのダ
ムは国土交通省四国地方整備局の管理してお
り，緊急放流を行う際には，あらかじめ決め
られたルールに基づき，防災関係機関に通知
や情報提供をするよう定められていた。今回，
緊急放流を実施した野村ダムと鹿野川ダムもこ
のルールに沿って，県や市，NHKなどにFAX
で一斉送信し，さらに大洲市・西予市に対して
は，ダムを管理する事務所から電話（ホットラ
イン）で随時状況を伝えていた 10）（表2）。

7月5日
午後 2 時 気象庁本庁で臨時の記者会見

7月6日
午前3時5 分 土砂災害警戒情報（今治市・上島町）
午前4時25 分 土砂災害警戒情報（宇和島市）
午前5時 土砂災害警戒情報（松野町・愛南町）
午前5時30 分 土砂災害警戒情報（鬼北町）
午前5時55 分 土砂災害警戒情報（伊予市・東温市・砥部町・内子町）
午前6時20 分 土砂災害警戒情報（松山市・大洲市・久万高原町））
午前6時 45 分 土砂災害警戒情報（西条市）
午前10 時55 分 土砂災害警戒情報（西予市）
午後 0 時10 分 土砂災害警戒情報（四国中央市）
午後 5時39 分 愛媛県内全域に大雨警報拡大
午後7時55 分 土砂災害警戒情報（八幡浜市・伊方町）

7月7日
午前4時50 分 土砂災害警戒情報（新居浜市）
午前5時20 分 氾濫警戒情報（肱川）※
午前6時28分 記録的短時間大雨情報（宇和島市付近）
午前6時58分 記録的短時間大雨情報（西予市付近）
午前7時 46 分 記録的短時間大雨情報（宇和島市付近・鬼北町付近）
午前8時35 分 氾濫危険情報（肱川）※
午前9時20 分 氾濫発生情報（肱川）※
午前11時 40 分 氾濫発生情報（肱川）※

7月8日
午前5時17分 記録的短時間大雨情報（愛南町付近）
午前5時50 分 大雨特別警報（宇和島市・愛南町）
午前6時50 分 松山地方気象台で大雨特別警報についての記者会見
※ 国土交通省大洲河川国道事務所と共同発表

表1　気象庁・気象台が発信した主な情報

7月6日

午前10 時22分
野村ダムから 西予市野村支所長にホットライン

「越流のおそれもあるので，最悪の事態を想定して対
応をお願いする」

午後 2 時 〈野村ダム〉洪水調節開始に関する予告情報
午後10 時 〈野村ダム〉洪水調節開始の情報

7月7日

午前2 時30 分
野村ダムから 西予市野村支所長にホットライン

「異常洪水時防災操作は不可避。操作開始は午前6
時50 分ごろを予定」

午前3時11分

野村ダムから 西予市野村支所長にホットライン（メー
ル）

「異常洪水時防災操作を午前7時頃から行う予定。
最大放流量は毎秒 985トン」

午前4時15 分 〈鹿野川ダム〉洪水調節開始の情報

午前4時30 分 野村ダムから 西予市野村支所長にホットライン
「異常洪水時防災操作開始予定は午前6時20 分」

午前5時10 分 避難指示（西予市野村地区）

午前5時10 分 鹿野川ダムから 大洲市長にホットライン
「異常洪水時防災操作の可能性あり」

午前5時15 分 〈野村ダム〉放流警報（サイレン・スピーカー・警報車）
午前5時20 分 肱川に氾濫警戒情報（大洲市）
午前5時30 分 〈鹿野川ダム〉放流警報（サイレン・スピーカー・警報車）

午前5時50 分 〈野村ダム〉異常洪水時防災操作に関する事前通知（1
時間前通知）

午前6時 00 分
〈鹿野川ダム〉ダム操作に関する重要情報
「午前8時ごろから異常洪水時防災操作に移行する可
能性」

午前6時 08分
野村ダムから 西予市野村支所長にホットライン

「最大放流量予測毎秒1,750トンの見込み。大変なこ
とになる」

午前6時20 分

〈野村ダム〉異常洪水時防災操作開始の通知
〈鹿野川ダム〉緊急のダム操作に関する事前通知
「7時10 分ごろから異常洪水時防災操作に移行」
鹿野川ダムから大洲市長へホットライン

「平成16・17年を上回る過去最大の放流量になる」

午前6時50 分
鹿野川ダムから大洲市長へホットライン

「野村ダム毎秒2,000トン，鹿野川ダム6,000トンの放
流見込み」

午前7時30 分 避難指示（大洲市全域）
午前7時35 分 〈鹿野川ダム〉異常洪水時防災操作開始の通知

午前7時50 分 〈野村ダム〉ダムへの流入量が最大となる（毎秒1,940
トン）※

午前8時ごろ 大洲市肱川支所前で道路冠水始まる

午前8時 40 分
国土交通省が緊急速報メールを発信

「河川氾濫のおそれ：大洲市肱川橋で氾濫危険水位
に到達」

午前8時 42分 〈鹿野川ダム〉ダムへの流入量が最大となる（毎秒
3,800トン）

午前9時20 分 肱川で氾濫発生情報（大洲市阿蔵）

午前9時30 分 国土交通省が緊急速報メールを発信
「河川氾濫発生：阿蔵・東大洲地区の堤防を越水」

午前11時 40 分 肱川で氾濫発生情報（阿蔵・東大洲・豊中・八多喜・
出石・春賀・白滝）

午前11時52分
国土交通省が緊急速報メールを発信

「河川氾濫発生：阿蔵・東大洲・豊中・八多喜・出石・
春賀・白滝地区付近の堤防の低い箇所より越水」

午後 0 時50 分 〈鹿野川ダム〉異常洪水時防災操作完了の情報
午後1時10 分 〈野村ダム〉異常洪水時防災操作完了の情報
※ 異常洪水時防災操作の際は，ダムへの流入量をほぼそのまま下流へ

流すので，この時点で放流された水量も最大となる。

表2　ダムに関する情報発信
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ダムの管理事務所からも，川沿いに設置し
た警報局（写真1）のサイレンやスピーカー，警
報表示板，警報車などで直接住民に緊急放流
の周知を行った。大洲河川国道事務所からは，
大洲市域を対象に肱川の氾濫危険情報や氾濫
発生情報を緊急速報メール（エリアメール）で
発信した。

今回の緊急放流時の情報発信に関しては，
四国地方整備局が設けた委員会や国土交通省
本省の検討会で検証が行われ，ダム下流の浸
水想定図が作成されていないなど，住民にリス
ク情報が十分周知されていなかったことや，緊
急放流を行う際の危機感が十分伝わらなかっ
たことなどが指摘された 11）。

これを受けて四国地方整備局では，自治体
とのホットラインの強化や，放流を知らせるアナ
ウンス文の見直し，緊急速報メールやTwitter
などを活用した情報提供などの取り組みを進め
ている12）。

写真1　肱川沿いのダムの警報局
電線に草がからんでいることから，これより上まで
川の水が押し寄せたことがわかる

（2018 年7月　西予市野村地区で筆者撮影）

 4  自治体の情報発信

次に愛媛県や大きな被害を受けた南予地域
の3市が，住民に対して当時どのような情報発
信を行ったかを整理する。

4-1  愛媛県

愛媛県が住民に直接防災情報を提供する手
段としては，▶愛媛県防災メール（登録制），
▶愛媛県避難支援アプリ「ひめシェルター」，
▶愛媛県ウェブサイトの防災速報「えひめの防
災・危機管理」，▶愛媛県河川・砂防情報シス
テム，▶愛媛県防災公式Twitter，▶愛媛県
防災公式Facebook，▶Lアラート13），を通じ
て情報を発信した 14）。

このうち，愛媛県避難支援アプリ「ひめシェ
ルター」は，2018年3月から提供を開始したス
マートフォン向けの防災アプリで，指定した市・
町の避難情報が自動的に届くほか，最寄りの
避難所へのルートを地図上に表示することなど
ができる。

4-2  宇和島市

宇和島市では，7日の朝に集中的に猛烈な
雨が降り，午前6時台と7時台にあわせて2回，

「記録的短時間大雨情報」が発表された。市は
午前7時に全域の土砂災害警戒区域などに避
難勧告を発表したが，吉田地区など153か所
で土砂災害や浸水害が同時多発的に発生し，
甚大な被害が出た。

市は西日本豪雨の前から防災情報伝達手段
の改善に取り組んでおり，多様な伝達手段を導
入していた。▶FM告知情報システム（屋外の
スピーカー，防災ラジオ），▶緊急速報メール，
▶宇和島安心安全情報メール（登録制），▶ス
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マートフォン用の防災アプリ「伊達なうわじま安
心ナビ」，▶FacebookなどのSNS，▶テレビ・
プッシュシステム，▶ケーブルテレビなどのデー
タ放送，▶Fax，▶電話，がある。

このうち，防災ラジオはコミュニティー FM
受信用で，市内の全戸に配布されている。国
のJアラート（全国瞬時警報システム）で緊急
情報（特別警報や津波警報など）や宇和島市
からの緊急情報を受信すると，自動的に起動
して最大音量で放送が流れる。また，同市で
は市役所本庁舎だけでなく各支所，消防本部
からも，コミュニティー FMを使った告知放送
ができるシステムになっている。宇和島市が西
日本豪雨のあとに行ったアンケート調査では，
回答者の47.4％が防災ラジオから防災情報を入
手したとしている15）。
「テレビ・プッシュシステム」は，聴覚に障害

のある人や高齢者などを対象としたもので，テ
レビ画面で視覚的に防災情報を伝えるシステム
である。緊急情報を受信すると，一般のテレ
ビ番組を視聴していても，画面が自動的に切り
替わり，情報の内容を表示するようになってい
る。スイッチを切っている場合も，自動的に起
動するという16）（図2）。

図2　宇和島市のテレビ・プッシュシステムの
概念図

（宇和島市提供）

4-3  西予市

西予市では，市内を流れる肱川上流の野村
ダムが満水状態となり，7月7日の午前6時20

分から緊急放流を行い，過去に例のない最大
毎秒1,797トンの水が肱川に流れた。

この放流により，ダムのすぐ下流にある野村
地区に大量の水が流れ込み，大規模な浸水被
害が発生した。野村地区では5人が死亡，住
宅・非住宅あわせて258 棟が全壊した。

西予市の野村支所は，7日の未明にダムの管
理事務所から緊急放流の事前連絡を受けた。
市は夜明けを待って午前5時10 分に避難指示

（緊急）を発表した。
野村地区の各世帯には防災行政無線の戸別

受信機が貸与されており，市は繰り返し避難を
呼びかけた。同時に消防団員が川沿いの各世
帯を回って直接避難を呼びかけ，避難誘導を
行った。

西予市の防災情報伝達手段は，防災行政無
線のほか，▶市のウェブサイト，▶スマートフォ
ン用の「せいよ暮らしのアプリ」，▶緊急速報
メール，▶消防車両による広報，などがあった。
ただ，緊急速報メールについては，従来，風
水害で使用してこなかったことから，今回も使
用しなかった。

4-4  大洲市

野村ダムの下流には，鹿野川ダムという別の
ダムがある。四国第2位の貯水量を有するダム
だが，大雨と野村ダムからの放流を受けて満
水状態となり，7日の午前7時35分に緊急放
流を開始した。このため，大洲市では肱川や
支流の矢

や

落
おち

川などの水位が急激に上昇し，大
規模な氾濫が発生，市の中心部の東大洲地
区や鹿野川ダムに近い肱川地区など1,372ヘク
タールが浸水した。市内で土砂災害も発生し，
5人が死亡（うち災害関連死1人），395 棟が
全壊した。
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大洲市の防災情報伝達手段は，▶防災行政
無線（市内の一部に戸別受信機を配備），▶
水防サイレン，▶大洲市災害情報メール，▶緊
急速報メール，▶消防団・市広報車による周知，
▶市のウェブサイト，だった。緊急放流直前の
午前7時30 分に，市内全域に避難指示を出
した際には，危機感を伝えるため「過去最大」

「避難せよ」といった言葉を使って強く避難を
呼びかけた（図3）。この放送に関しては，災
害後に内閣府のヒアリングを受けた住民が「市
の放送で『避難せよ』と言っており，一番どきっ
とした。きつい口調とすることも必要だ」と答
えている17）。

図3　手書きで「せよ」と追記した
発災当時の避難指示の放送文

（大洲市提供）

 5  NHKの対応

こうした情報をNHKはどのように伝えたの
か。全国放送と現地の松山放送局の対応をみ
ていく。

5-1  全国放送

NHK総合テレビの全国放送では，7月6日
朝から，すべての府県で大雨特別警報が解除
された8日夜までの3日間で，特設ニュースを
含め約35時間放送した。特に午後7時の定時
のニュース番組『ニュース7』については，通常

は30 分の放送時間を，6日は1時間50 分，7
日は1時間15分，8日は1時間にそれぞれ拡大
して豪雨関連の情報を伝えた。

5-2  地域放送

NHK松山放送局（以下，「松山局」と表記）
では，5日から四国4県および愛媛県内に向け
てテレビ・ラジオの大雨関係の特設ニュースを
随時放送した。L字放送画面（以下，「L字」と
表記）は，6日の未明から立ち上げ，土砂災害
警戒情報などの防災気象情報や避難勧告・避
難指示などをきめ細かく伝えた。

当初，地元の気象台が示していた雨量の予
測データは比較的楽観的なものだったが，松山
局では6日午後の段階で，南予地域で被害が
出るのではないかという危機感を持っていた。

7日の未明から，南予地域での被害情報や
避難勧告・避難指示などの情報が立て続けに
入ってきた。松山局は地域向けの特設ニュース
を，午前1時・2時・3時・5時，午後3時・4時・
6時と繰り返し放送したほか，その合間にもほ
ぼ毎時間，全国放送に参加する形で被害や避
難に関する情報を伝えた。

松山局では，西日本豪雨の前から独自の対
応として，大雨にともなうダムの放流時には，
テレビのスーパーやラジオで速報していた。し
かし，7日朝の野村ダム，鹿野川ダムの緊急放
流については，ダムの管理事務所からのFAX
で連絡が入っていたが，ほかにも大量の緊急
情報が入ってきていたために，結果的に情報
が埋もれてしまい，速報することができなかっ
た。その後，四国地方整備局やメディア各社
と話し合いの場を持ち，▶広報文に「至急」の
文字を入れること，▶メールとFAXの双方で
情報を送信すること，▶メディア間の連絡網で
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も同じ内容を伝えること，などを取り決め，情
報を確実に伝達できる仕組みに改めた。

7日の夕方までに「16人死亡・9人行方不明」
と，被害の甚大さが明らかになってきた。7日
の段階では，肱川が氾濫した地域や宇和島市
の土砂災害発生地域は，通行止めにより取材
に入ることができなかった。このため，視聴
者から提供された映像などを活用して被害の
状況を伝えた（写真2）。被災地の住民などか
ら提供された映像，特に大洲市役所から提供
を受けた映像は，被害の状況を伝えるのに役
立った。

今回の災害では、7日の未明から朝にかけて
県内各地に避難勧告・避難指示や洪水予報な
ど緊急性の高い情報が次 と々発表された。こ
れらの情報を放送で出していくための対応に追
われ，大きな被害が予想された南予地域の視
聴者に「危機感」を十分に伝えきれなかった可
能性もある。西日本豪雨のあと，松山局では
アナウンサーの避難呼びかけのコメントを見直
し，事前にできる備えや具体的な注意点なども
盛り込んだ。また，災害のおそれのあるとき，
災害が起きているときには，できるだけ地域向
け放送の時間を増やし，きめ細かい情報を放
送し，「危機感」を伝えることにしている。

5-3  インターネットによる情報発信

インターネットでは，NHK総合テレビの特設
ニュースを6日朝から9日夜まで同時配信した。
また，ニュースサイト「NHK NEWS WEB」で
は特設サイトを開設し，避難情報や被害状況
などを伝えたほか，NHKが各地に設置したロ
ボットカメラや，国土交通省の河川カメラの映
像，気象庁の記者会見などをライブストリーミ
ングで配信した。TwitterのNHK公式アカウ
ントでも，防災上の注意点などきめ細かな情報
を伝えた。

 6  愛媛県における
インターネット調査　

ここまで，発災時の防災機関や自治体，NHK 
の情報発信を整理してきた。こうした情報を踏
まえて，インターネット調査の結果をみていきた
い。

6-1  調査概要

NHK放送文化研究所と松山放送局は,愛媛
県における西日本豪雨発生時の防災情報の取
得状況や防災気象情報の理解，避難の動機，
防災意識の変化などを把握するため，2019年
5月にインターネット調査を実施した。

回答者は愛媛県在住の20～60 代の男女
3,000人（調査会社のモニター）で，愛媛県に
ある全20市・町の人口比に応じて自治体ごと
に対象者数を割り付け，年齢層は愛媛県全体
の人口構成に応じて割り付けている。調査対
象とサンプル構成は図4の通りである。

インターネット調査は，通常の世論調査で行
う住民基本台帳からの無作為抽出による科学
的なサンプリング方法で対象者を選んでいな

写真2　大洲市内の浸水状況を伝える画面
（2018 年7月7日午前11時 46分，視聴者提供の映像）



84 OCTOBER 2019

い。このため，本調査の結果は「愛媛県民を
代表するもの」とはいえないことに留意しなけ
ればならない。また，回答者はスマートフォン
またはパソコンを通じて回答しており，日常的
にインターネットを利用している層が対象となっ
ていることも念頭に置いてデータを見る必要が
ある。

なお，以下の記述では，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。

図4　調査概要・サンプル構成

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

女性 60 代

女性 50 代

女性 40 代

女性 30 代

女性 20 代

男性 60 代

男性 50 代

男性 40 代

男性 30 代

男性 20 代

60代50代40代30代20代
男性
女性

男性 女性 （％）

4 10 12 13 9 10 10 12 14 7 

（N＝3,000）

調査期間 2019 年5月16日～ 22日

調査対象
愛媛県在住の調査会社モニター

男女 20～60 代　3,000人
（人数は市・町の人口比に応じて割り付け）

6-2  防災情報取得行動

6-2-1  防災情報を取得した手段

西日本豪雨の際に，どのような手段で防災
情報を得ていたか，複数回答で聞いた（表3）。
本調査の回答者は，パソコンやスマートフォ
ンを日常的に利用している人であるが，最も
多かったのが「テレビ（ネット配信を除く）」で
80％，次いで「スマートフォン・携帯電話・タ
ブレット」（64%），「パソコン」（20％）の順であっ
た。年齢層でみると，20 代と30 代では「テレ
ビ」と「スマートフォン・携帯電話・タブレット」
がほぼ同じ割合で，40 代以上は「テレビ」が多
くなっている。また，「パソコン」と回答した人
は，60 代が27％で最も多くなった。

地域別では，被害が甚大だった宇和島市，
大洲市，西予市で，「防災行政無線（屋外）」「防
災行政無線（戸別受信機）」「消防団・水防団
の呼びかけ」と回答した人の割合が，ほかの
地域に比べてやや高い傾向がみられる。

（％）

全体
（N＝3,000）

男性
（N＝1,438）

女性
（N＝1,562）

20 代
（N＝411）

30 代
（N＝599）

40 代
（N＝736）

50 代
（N＝784）

60 代
（N＝470）

宇和島市
（N＝147）

大洲市
（N＝92）

西予市
（N＝74）

テレビ（ネット配信を除く） 80 77 84 75 77 78 83 88 78 75 58

ラジオ（ネット配信を除く） 12 14 9 10 11 12 12 12 20 10 11

スマートフォン・携帯電話・タブレット 64 59 70 77 76 68 55 48 64 70 68

パソコン 20 28 13 13 17 21 22 27 18 23 14

防災行政無線（屋外） 15 16 14 14 13 15 17 15 26 35 28

防災行政無線（戸別受信機） 7 7 6 5 6 8 7 7 33 4 32

行政（自治体）のパトロールからの呼びかけ 10 10 9 10 8 11 9 13 10 17 12

消防団・水防団の呼びかけ 12 12 13 10 11 13 13 13 15 32 32

家族，知人，近所の人などの呼びかけ 11 8 13 15 13 11 9 7 18 23 15

その他 1 0.4 1 0.2 1 0.1 1 1 1 1 1

特にない 5 6 3 4 5 4 5 5 3 0 4

表3　西日本豪雨時に情報を取得した手段（複数回答）
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6-2-2  防災情報を取得したメディア

前項で，テレビ，スマートフォンなどの情報
機器を用いていた人（2,792人）に，どのような
メディアを通じて防災情報を得ていたか，複数
回答で聞いた（表4）。

全体では「NHKテレビ」（65％），「民放テレ
ビ」（60％）が多い。次いで「緊急速報メール」

（29％），「Yahoo ! 防災速報」（24％）となってい 
る。また，20％が「気象庁のウェブサイト」をあ 
げている。回答者が日常的なネットユーザーで 
あることを考慮する必要があるが，情報を受け
取るだけでなく，必要な情報を積極的に取り

にいっている点が注目される。なお，テレビの
同時配信から情報を得ていた人は，「NHKテレ
ビ」「民放テレビ」のいずれも5％だった。

年齢層でみると，60 代では8割が「NHKテ
レビ」と回答しているのに対し，20 代では5割
以下となっており，防災情報を取得するメディ
アとしては，年齢が若いほど「NHKテレビ」へ
の接触が少なくなっている。一方，「民放テレ
ビ」に関しては，60 代が65％，20 代が55％と
なっており，NHKテレビほど大きな差はみら
れない。なお，20 代ではTwitterやLINEか
らの情報取得が多くなっている。

（％）

全体
（N=2,792）

男性
（N=1,321）

女性
（N=1,471）

20 代
（N=383）

30 代
（N=555）

40 代
（N=687）

50 代
（N=724）

60 代
（N=443）

宇和島市
（N=134）

大洲市
（N=88）

西予市
（N=63）

NHKテレビ 65 65 65 48 59 63 70 82 65 61 52

NHKラジオ 4 5 3 4 3 4 5 6 8 2 6

NHKテレビのデータ放送 11 12 11 10 9 11 13 13 11 14 13

NHKテレビのネット同時配信 5 7 4 6 6 6 5 4 7 7 8

民放テレビ 60 57 62 55 60 56 63 65 63 51 46

民放ラジオ 4 6 2 3 3 4 5 4 7 3 5

民放テレビのネット同時配信 5 6 4 6 5 5 5 4 7 5 5

ケーブルテレビ 8 8 7 5 5 9 8 12 5 3 11

地域 FM（コミュニティー FM） 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 0

緊急速報メール（エリアメール） 29 27 31 32 35 30 25 23 26 33 25

自治体の防災メール 10 10 9 8 9 11 9 11 13 9 6

気象庁のウェブサイト 20 22 18 21 20 22 18 17 21 25 18

愛媛県のウェブサイト 10 10 10 13 11 11 8 6 7 5 2

市や町のウェブサイト 8 9 8 8 10 10 6 6 8 11 8

NHKのウェブサイト 3 3 2 3 2 4 3 3 2 7 2

その他のウェブサイト　 1 1 0.4 0.3 1 1 1 1 2 5 0

Yahoo ! 防災速報 24 24 24 27 27 25 23 19 22 19 35

NHKの防災アプリ 4 4 4 1 2 4 6 6 5 5 6

らじる★らじる 1 1 1 1 1 1 0.4 1 1 0 2

radiko.jp 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0

その他の防災情報アプリ　 0.2 0.4 0 0 0.4 0 0.1 1 1 1 2

Twitter 11 8 13 28 12 10 7 3 15 14 13

LINE 11 7 14 23 13 9 7 6 15 18 19

その他のSNS　 1 1 1 2 1 1 1 0 3 2 3

その他 1 1 0.4 0 1 1 0.4 1 2 1 2

表4　西日本豪雨時に情報を取得したメディア（複数回答）
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6-2-3  今後，災害時に情報を取得する

      手段・メディアは？

前節では，西日本豪雨の際の情報取得行動
についてみたが，今後の豪雨災害ではどうだろ
うか。「今後，あなたの住む地域で災害のお
それがある場合に，どのような手段で防災情
報を得たいか」（複数回答）という設問に対して
は，「テレビ」（78％），「スマートフォン・携帯電
話・タブレット」（74％）が圧倒的に多い（図5）。
20 代では，「スマートフォン・携帯電話・タブ
レット」が「テレビ」よりやや多い。

次いで，テレビ，スマートフォンなどの情報
機器を用いたい，とした人（2,800人）に「今後， 
災害のおそれがある場合に防災情報を得たい
メディア」を複数回答で選んでもらった（図6）。
その結果，「NHKテレビ」（66％），「民放テレビ」

（59％）の順で，次いで「緊急速報メール」が
49％だった。

6-2-4  「プッシュ情報」はどう受け止められたか？

4章の「自治体の情報発信」で述べたように，
西日本豪雨の際には県や市・町から「緊急速
報メール」や，事前登録制の「防災メール」が
発信されたほか，自治体や民間の防災情報ア
プリからも多くの情報が配信された。これらの
大量の「プッシュ情報」をどのように受け止め
たかについても尋ねた（図7）。その結果，回
答者の47％が「自動的に情報が送られてくるの
で役に立った」と答えたが，その一方で「情報
が多すぎて，かえってわずらわしかった」と回
答した人が12％，「情報は送られてきたが，意
味がよくわからなかった」という人も9％いた。

6-2-5  何が「避難」を促すのか？

今回の調査では，被害を受けた自治体に限

図5　今後，防災情報を得たい手段（複数回答）
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図6　今後，防災情報を得たいメディア（複数回答）
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定せず，愛媛県全域を対象とした。そのため
西日本豪雨の際に避難場所などに「水平避難

（立ち退き避難）」をしたと回答した人は3,000
人中139人と非常に少なかった。したがって，
発災当時，何が避難のきっかけになっていたの
か，この調査データから考察することは難しい。

そのような結果が事前に想定されたため，回
答者全員に「今後，豪雨災害のおそれがある
場合に，何をきっかけに避難するか」と質問し
た（表5）。「防災情報を見聞きする」が64％で

最も多く，「周囲の人の声がけ」（45％），「近く
で災害（川の氾濫，土砂崩れなど）が起きる」
が41％だった。年齢層でみると，「周囲の人の
声がけ」と回答した割合が最も高かったのは
20 代で，中でも女性に多かった。各種調査で
は，若い世代は濃密な近所づきあいを望まな
い傾向が表れている18）。にもかかわらず，なぜ，
20 代が避難の際に「周囲の人の声がけ」を求め
るのか，その要因は10章で考察したい。

地域別にみると，被害が甚大だった大洲市・
西予市・宇和島市では，避難行動のきっかけと
して「防災情報」をあげた人の割合は，やや低
くなっている。むしろ「雨の降り方が激しくなる」

「災害の前兆を見聞きする」と回答した人の割
合が全体に比べて高い。西日本豪雨の経験か
ら，自治体やメディアからの情報を待たず，自
ら状況を判断して早めに避難行動を起こそうと
する姿勢が表れているのではないだろうか。

京都大学防災研究所の矢守克也教授は，豪
雨災害時の望ましい避難行動として「避難ス
イッチ」という考え方を提唱している19）。「実際
に逃げる当事者が，自分なりの『避難スイッチ』

図7　プッシュ情報に対する受け止め
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全体
（N＝3,000）

男性
（N＝1,438）

女性
（N＝1,562）

20 代
（N＝411）

30 代
（N＝599）

40 代
（N＝736）

50 代
（N＝784）

60 代
（N＝470）

宇和島市
（N＝147）

大洲市
（N＝92）

西予市
（N＝74）

雨の降り方が激しくなる 20 20 19 21 19 19 19 20 31 27 26

災害の前兆（川の水位上昇，斜面の石
が落ちるなど）を見聞きする 34 31 36 38 36 36 29 31 45 45 47

近くで災害（川の氾濫，土砂崩れなど）
が起きる 41 37 44 47 45 40 38 36 47 55 45

実際に被害（浸水，土砂流入など）を
受ける 26 24 27 32 32 25 22 22 27 41 26

防災情報を見聞きする（避難勧告など） 64 58 69 66 63 66 62 64 65 58 60

周囲の人（家族，消防団・水防団など）
の声がけ 45 37 52 55 45 45 41 42 50 53 47

その他 0.4 1 0.3 0.2 1 0.4 0.4 0.4 1 2 0

避難はしない 11 13 9 8 10 9 13 13 8 2 8

表5　今後，何を避難のきっかけにするか（複数回答）
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を設定して，自分で『スイッチ』を押すという
構図（役場や気象台に押してもらうのではなく）
を作ること」が重要だとしている。その視点に
立てば，これら3市の回答者は，西日本豪雨
を経験して，国や自治体の情報だけに依存し
ない自らの「避難スイッチ」を持つ傾向にある
といえるのではないだろうか。

6-2-6  避難を促す「防災情報」とは？

前項では，6割以上の人が「防災情報」を
避難のきっかけにすると答えている。では，具
体的にどのような情報をきっかけに避難するの
か，複数回答で聞いた（図8）。
「防災情報」をきっかけにすると答えた人のう

ち，「避難指示（緊急）」が69％，「避難勧告」
が63％，「氾濫危険情報」（44％），「近くの川
の水位情報」（41％）で，「大雨特別警報」をあ
げた人も38％いた。本来，「大雨特別警報」を
きっかけに避難するのは正しい防災行動とはい
えないが，これらの防災気象情報の意味が正
しく理解されているかどうかについては，次章
で検証する。

避難のきっかけとなる防災情報について，年
齢層でみると，「近くの川の水位情報」「氾濫危
険情報」「氾濫発生情報」「気象庁の土砂災害・
浸水害・洪水の危険度分布図」をあげた割合
が，いずれも20 代で最も高くなっていた。

地域別では，宇和島市・大洲市・西予市で
5割近くの人が「記録的短時間大雨情報」をあ
げている。西日本豪雨の際に宇和島市・西予
市では7日朝に「記録的短時間大雨情報」が出
ており，その前後に土砂災害や河川の氾濫が
発生している。その経験から，記録的短時間
大雨情報を避難のトリガーと捉えている可能性
が考えられる。

 7  防災気象情報は正しく
理解されているか？　

表1にみられるように，西日本豪雨では，さ
まざまな防災気象情報が短時間のうちに相次
いで発表された。これらの情報の意味や危険
度が正しく理解されていないと，適切な避難行
動に結びつかない。本調査では，これらの情
報に関する認知や理解について聞いた。

7-1  大雨特別警報の認知と理解

西日本豪雨では，7月8日の午前5時50 分に
愛媛県に初の「大雨特別警報」が発表された。
対象は宇和島市と愛南町であった。この段階
では，すでに大きな被害が出ており，愛媛県
の中村時広知事は「大雨の特別警報が非常に
遅かった」と指摘し，国に対し発表基準などの
見直しを求めた 20）。本来「大雨特別警報」は，

図8　避難のきっかけにする防災情報
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何らかの災害がすでに発生している可能性が
極めて高い状況で発表されるもので，本来は
避難行動を終えていなければならない情報で
ある。特別警報の意味はどの程度理解されて
いるのだろうか。

まず本調査では，「大雨特別警報」を知って
いるかどうかを聞いた（図9）。「知っている」と
回答した人は56％にとどまり，「意味がわから
ない」が34％，「知らない」が11％だった。

図9　「大雨特別警報」の認知
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さらに「知っている」と回答した1,677人に，
大雨特別警報の意味を尋ねたところ（図10），

「『大雨特別警報』が出たら，速やかに避難す
る」が45％，「『大雨特別警報』が出たら，避
難するかどうか検討を始める」が40％で，正し
く理解していない人が8割以上を占めた。「『大
雨特別警報』が出る前に，避難を完了しておく」

と正しく理解していたのは10％だった。特別警
報が導入されて6年が経つが，まだその意味が
十分に認知されているとはいえないだろう。

7-2  防災気象情報の危険度の違いは 
      理解されているか？

今回の豪雨では，「大雨警報」に続いて「土
砂災害警戒情報」や「記録的短時間大雨情報」
が各地に発表された。これらの情報が示す災
害発生危険度の違いがどれほど理解されてい
るかについても聞いた。

7-2-1  「土砂災害警戒情報」の理解

「土砂災害警戒情報」は，大雨警報が発表
されたあとで，土砂災害の発生の可能性が高
まったときに発表され，自治体が避難勧告を発
表する目安にもなっている重要な情報である。
「大雨警報」と「土砂災害警戒情報」のどち

らのほうが危険度が高いかという設問（図11）

では，「『土砂災害警戒情報』のほうが，危険
度が高い」と正しく理解していた人は54％にと
どまっていた。残りの人は「『大雨警報』のほう
が，危険度が高い」（13％），「危険度に差はない」

（20％），「わからない」（13％）と回答しており，

図10　「大雨特別警報」の理解
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情報に対する理解が必ずしも十分ではないこと
がわかる。

7-2-2  「記録的短時間大雨情報」の理解

「記録的短時間大雨情報」は，大雨警報発
表中に，数年に1回程度しか観測しないよう
な雨量（おおむね1時間雨量100ミリ前後）が
降った場合に発表される。すでに土砂災害や
浸水・洪水発生につながるような猛烈な雨に
なっており，屋外への避難が危険な状況になっ
ているおそれもある。この情報についても前項
と同様に，「大雨警報」との危険度の違いを聞
いた（図12）。この設問には，68％の人が「『記
録的短時間大雨情報』のほうが，危険度が高
い」と正しく理解していた。

図12　「大雨警報」と「記録的短時間大雨情報」の
危険度の理解
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 8  ダムの治水機能・放流情報に
対する認識や理解　

2章，4章で述べたように，愛媛県では「異常 
洪水時防災操作」と呼ばれるダムの緊急放流
により，大洲市と西予市で大きな被害が出た。
本調査では，ダムの治水機能に関する認識や，
ダムの放流情報への関心について聞いた。

8-1  「緊急放流」の認知

西日本豪雨の前に，ダムの治水機能に関し
てどのように認識していたかを聞いたところ，
65％の人が「ダムがあっても，川が氾濫するこ
とはあると思っていた」と回答し，ダムの治水
機能が絶対的なものでないと考えていた。
「ダムの“緊急の操作”（異常洪水時防災操

作・ただし書き操作）を知っていたか」という
問いに対しては，「意味も含めて知っていた」
人は14％にとどまり，「知らなかった」が55％，

「見聞きしたことはあるが，意味は知らなかっ
た」が32％で，豪雨時のダムの運用に関する知
識が十分でなかったことがうかがえる（図13）。

図13　ダムの“緊急放流”の認知
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8-2  ダムの放流情報に対する意識の変化

西日本豪雨の前と後では，ダムの放流情報
に対する関心度に変化がみられた。51％の人
が，ダムの放流情報について「西日本豪雨を
きっかけに気にするようになった」とし，「西日
本豪雨の前から気にしている」と回答した人と
あわせると，7割に達した（図14）。特に，前
節で触れたダムの治水機能に関する認識につ
いて，「ダムがあれば，川は氾濫しないと思っ
ていた」と回答した人の7割が，西日本豪雨以
降，ダム放流情報に注意を払うようになってお
り，これは大きな変化といえよう。
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8-3  ダムの緊急放流情報の効果的な 
      周知の手段

ダムの緊急放流で洪水のおそれがある場
合の情報周知の手段については，「サイレン」

（70％），「緊急速報メール（エリアメール）」
（67％），「テレビ・ラジオ」（65％）をあげた人
が多かった（図15）。ただし，この結果につい
ては，回答者が日常的にネットを利用している
層であることに留意する必要がある。

また，どのような情報がすばやい避難につな
がるか，という設問では「浸水が想定される地
域名や地図」が64％でやや多かったが，「避難
勧告・避難指示の出ている地域名・地図」「“緊
急の操作”を始める時刻」「川の水位と今後の
見通し」「“緊急の操作”の意味（危険性）」「川
やダムの中継（ライブ）映像」が，いずれも5
割程度で並んだ。

 9  災害リスクの認知と
防災意識の変化　

9-1  地域の災害リスクの認知

西日本豪雨以前に，愛媛県でこのような大
規模な豪雨災害が起きると思っていたかどうか
を尋ねたところ，「絶対に起きる」「起きてもお
かしくない」と思っていたグループと，「起きな
い」「考えたことがない」グループに大きく分か
れた（図16）。

図16　愛媛県で大規模な豪雨災害が起きると
思っていたか
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7割が「愛媛県は大きな災害が少ないと思って
いたから」と回答。「南海トラフ巨大地震など，
地震や津波しか心配していなかった」が38％，

「ダムや河川堤防などインフラ整備が進んでい
たから」が12％だった。

図14　ダムの放流情報に対する意識の変化
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図15　ダムの緊急放流情報の効果的な周知方法
（複数回答）
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9-2　防災意識の変化

西日本豪雨のあと，新たに何らかの防災対
策をとったかという設問に対しては，回答者の
7割近くが何らかの防災対策をとっていた。具
体的には，「気象情報や防災情報に注意するよ
うにした」（27％），「非常食や水などを備蓄した」

（23％），「自治体の防災マップ（ハザードマッ
プ）を見た」（21％）などとなっていて，防災意
識に変化がみられる（図17）。

図17　西日本豪雨のあと，新たに何らかの
防災対策をとったか（複数回答）
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 10  放送は何を伝えるべきか？

ここまで，西日本豪雨の際の情報取得や防
災情報の認知，避難のきっかけなどについて
の調査結果をみてきた。年齢層が下がるほど，
災害時の情報取得に放送メディアである「テレ
ビ」「ラジオ」を利用しない傾向がうかがわれ
る。その一方で，メールや防災アプリなどネッ
ト経由の情報取得の意向は高まる傾向にある。
災害時に放送メディアは，どのような情報を発
信していくべきなのだろうか。

10-1  どのような放送が早期避難を 
        促すか？

まず，「テレビでどのような情報を放送すれ

図18　テレビでどのような情報を放送すれば，
早めに避難できるか（複数回答）
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ば，早めに避難できるか」を複数回答で聞いた
（図18）。その結果，回答者全体では「避難勧 
告・避難指示（緊急）などが出ている地域名や 
地図」と答えた人が50％，「強い表現の字幕 

（『すぐ避難！』など）」「近くの川の様子など地域 
の中継（ライブ）映像）」が，ともに45％，「チャ 
イム音・アラーム音」「被害が起きている場所の 
映像」「被害が起きている場所を示した地図」 
が，それぞれ 4割前後だった。

10-2  テレビ・ラジオはどのような 
        放送をすべきか？ 
        〜自由記述にみる「本音」〜

さらに，回答者3,000人全員に，「豪雨災害
のおそれがあるとき，テレビやラジオはどのよ
うな放送をすべきだと思うか」と質問し，自由
に記述してもらった。これらの自由記述には，
選択肢による回答には表れない率直な意見や
感想，具体的な提案が寄せられた。自由記述
の中から特徴的なコメントをカテゴライズし，表

6にまとめた。すでにテレビやラジオで行われ
ている取り組みは除いた。また，表記・表現
については明らかな誤記と思われるもの以外
は，そのまま掲載した。

「警報音や全画面表示で避難情報を

伝えてほしい」

全体的な傾向として，避難指示や避難勧告
が出た際に，警報音や大きな文字，全画面
表示などで明確に示してほしいという意見が
目立った。緊急地震速報や，宇和島市のテレ
ビ・プッシュシステム（図2）のイメージに近い。
避難しなければならない切迫した事態，言い
換えれば「緊急フェーズ」に切り替わったこと
が瞬時にわかるような放送といえよう。前述の

「避難スイッチ」に該当する情報を，放送，と
りわけテレビに求めていると考えられる。

「避難している人がいるかどうか知りたい」

「人が集まってたら行こうかと思うけど，集
まってなかったら躊躇する」（松山市・30 代女
性）というコメントからは，周囲に合わせようと
する「同調バイアス」の傾向がうかがわれる21）。 
同様の意見は20・30 代を中心に複数みられ
た。

6章で，避難のきっかけとして「周囲の人の
声がけ」と回答した割合が最も高かったのが
20 代，中でも女性に多かった。その背景に
は，このような同調バイアス的な意識があるの
ではないかと考えられる。西日本豪雨の際に，
Twitter上で「え？みんな避難しとる？？」な 
ど，避難するかどうか迷い，周囲の動向をうか
がう投稿が多かったという報道もある22）。会社
の仲間のグループ LINEで，1人が「うちは逃
げるよ」と書き込んだことがきっかけで避難し
たケースも報告されている23）。

こうした実情を踏まえると，テレビ・ラジオ
の放送では，「みんなが避難していないなら逃
げない」という心理的な壁を取り払うような取
り組みも検討すべきかもしれない。すでに放
送の中で「近所の人にも声をかけて」といった
呼びかけを促しているが，その延長線上で，

「TwitterやLINEで，友人や知人に『逃げよ
う』と伝えて」といった呼びかけも考えられる
だろう。

また，災害時の放送でしばしば見かける「閑
散とした避難所」の映像が「逃げている人が少
ない」という印象を与えてはいないか，再検討
する必要もあるかもしれない。
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① 警報音や全画面表示などで避難を促す
音量を自動に大きくする機能をつけ，最大音量で注意を呼び掛ける（宇和島市・20 代男性）
各自治体の避難勧告などの情報をアナウンス，字幕スーパー，警告音を流し続ける。（大洲市・50 代男性）
至急避難とメッセージがでる（松前町・30 代男性）
最新情報と，避難指示を繰り返し，音や大きな字幕で繰り返す（大洲市・50 代女性）
緊急性のある画面表示　いつもと違う画面　アラーム音であったり避難勧告（松山市・20 代女性）
テレビやラジオから画面，音が切り替わって報道番組で「避難してください」と訴えかけると良い。（宇和島市・30 代女性）
放送中の番組を一旦中止し，画面全体で避難を呼びかける（宇和島市・50 代男性）
すぐに避難できるように音とわかる字幕で知らせる。（八幡浜市・30 代男性）
避難が必要な場合は，具体的な地域名を出して避難するよう常に画面に表示しておいてほしい。（東温市・30 代女性）
大きな字で警告する（西条市・40 代女性）
警報音を長時間鳴らした後に放送すべき（四国中央市・20 代男性）
現状の上部白文字でなく，画面真ん中緊急テロップの表示（松山市・30 代男性）
わかりやすい非常表示。画面枠が赤でフリッカーするなど。（西条市・40 代男性）
フラッシュさせて文字を流す（八幡浜市・40 代男性）
スマートフォンの緊急アラームのように，テレビでも緊急速報を大きく目立つように発信すべき。（松山市・20 代女性）
緊急地震速報のようにテロップと音を出す。（松山市・30 代男性）

「緊急放送」という言葉や表示をする。（松山市・30 代男性）
②すでに避難している人がいることを知らせる
避難をするかどうか迷っている人が逃げやすいように近くの避難所の様子を伝える。（大洲市・30 代女性）
避難場所となる避難所の様子など。人が集まってたら行こうかと思うけど，集まってなかったら躊躇する。（松山市・30 代女性）
避難所の様子の放送。実際，行っている人をみると，「自分も 避難してもいいんだ」と思えるから。（伊予市・30 代男性）
あまり被害がないのに避難すると恥ずかしいと思ってしまう。なので，周りの人が避難しているか気になる。地域の災害状況，避難状況を教えてほしい。（伊
予市・20 代女性）
実際に避難している人たちの状況を報じれば，少しでも避難する人が増えるのではないか。（今治市・30 代男性）
実際の避難映像を放送して，目で見せる。（新居浜市・50 代男性）
最新の被害状況を正確に教えて欲しい。どこに避難をすればいいか，避難場所の人の多さ，食事などの備蓄はあるのかも。（新居浜市・20 代女性）
③具体的な地域名などを出して強い口調で避難を促す

「もう水があふれている，今すぐ逃げろ！」といった具合に激しい調子で言うべき（松前町・50 代男性）
具体的な地域の名を出し，すぐに避難しろ！と命令口調でもいいから決定的な言葉で呼びかける。（新居浜市・50 代女性）
なかなか難しいとは思うが，避難対象について，よりローカルに「○○川下流地域」とか，「半径〇km以内の住人」とか，具体的な情報を伝えてほしい。（松
山市・50 代男性）
的確に。『◯◯地区はすぐに水が来ますので10 分以内に家を出ること。出ないと水が◯◯センチまですぐ浸かります。そうなれば歩けません』など，具体的
な数字と結果を教えてくれたら行動しやすいと思う。（松山市・30 代女性）
簡潔に一目見ただけで今自分が住んでいる地域がどういう状況かわかるような放送。いつ放送を聞いたり見たりし始めても状況把握できるよう何度も繰り返
し呼びかける。（西条市・20 代女性）
緊迫感のある声や表情に，これは危ないと感じさせるアナウンスは行動を起こせます。おじいちゃん，おばあちゃん，おかあさん，お子さんたち!と親しみの
ある呼びかけの方が耳に入ってきます。こちらは，松山市ですが，松山市民全員の方にとか地域がズレていてもこれを言われたら行動します。遠慮せず，地
図の上では豪雨になって無くとも広範囲にかけて呼びかけをするべきだと思います。（松山市・50 代女性）
防災ラジオを家においていませんでした。地域放送も雨の音で聞こえず　また地方であることからテレビでもあまり取り上げられず結局どうすればいいのだ
ろう？となりました。耳の遠い方も居ます。テレビに大きい字幕があるのはもちろんですが避難すべき地域をもっと主張するべきだと思います。（宇和島市・20
代女性）
アナウンサー等が現場中継していても，本当の危なさは伝わらないので，テレビ中継ができない程危ないと言うことを示さなければならないと思う。（西条市・
30 代男性）
④避難の対象地域が一目でわかるように地図などで表示してほしい
避難の必要な地域場所がスムーズに特定できる（自分が避難する必要の有り無しが，一目でわかる）ような放送。（松山市・50 代男性）
避難指示地区を常に表示（松山市・40 代女性）
危険な地域が分かりやすいマップを表示すべき（松山市・30 代男性）
現状の文字ばかりの災害情報よりも，地図を使ったりして目で見て分かりやすい放送をしてほしい。（四国中央市・30 代女性）
お上が堅苦しい（凡人には理解できない）文言を直接話すのではなく，MC自身がそこに住んでるって気持ちで話す。命令口調ではなく。文字テロップで表
示し，それをダラダラと読むのではなく。地図，イラストマップで表示。（松山市・60 代男性）
最寄りの危険地域の地図を表示する（松山市・40 代男性）
一目で危険地域の分かる情報。だらだらと町村名を読み上げても無意味。（松山市・50 代男性）
⑤避難の方法（服装・持ち物など）を知りたい
非常持ち出しセットとして用意するものとか，逃げる時に電気，ガス，車はこうしたほうがいいとか，有益な情報のが役に立つ。（宇和島市・30 代女性）
どこに避難すれば安全なのか。いつまでに避難すればいいのか。避難するにあたって何を持ち出したほうがいいのか教えてくれたら助かります。（大洲市・
20 代女性）
必要な最低限のものと何時頃までに避難の必要があるのか（松山市・20 代女性）
避難する際の具体的な指示　何を持って行くべきか，家をどういう状態にしておくかなど（西条市・20 代女性）
最低限何を持って，どんな格好で避難すべきなのかという情報と，避難すべきとの強い口調での放送。（松山市・20 代女性）

表6　「災害時，テレビやラジオはどのような放送をすべきか？」自由記述抜粋（原文のまま）
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避難するとなると，まず何を持って行けばいいのか考えたり迷ったりして避難が遅れたりするかもしれないので，早めの避難準備や持ち物（避難場所には最
低限このような物を持っていたらいいなど） 教えて欲しい（松山市・40 代女性）
避難の時にどのような持ち物や服装で移動すれば良いかも含めて，具体的な指示がわかるような放送（松山市・20 代男性）
⑥どこでどのような災害が起きるのか知りたい
気象庁などの確実な情報をもとに，どの地域でどのような災害が起こりうる状況なのか教えていただきたい。避難勧告のような警報もいいが，具体的にどう
危ないか発信していただくと受け取る側も危機感を感じやすいと思う。西予市野村町住みだが，避難について町内放送があったが，どこで起こっていること
なのか理解できなかった。我々も危険な場所や警報の意味などを知っておかなければならないと思う。（西予市・20 代女性）
浸水の可能性がある地域を具体的に（大洲市・40 代男性）
早めに道路の状況などを写して見せて欲しい。避難指示や警告と言われても危険度も状況も分からない。（宇和島市・20 代女性）
テレビでは，CGなどで，予想される洪水・浸水時の水位と人との比較画像等があれば，より危険度が分かり易い。（西条市・30 代男性）
何時間後にどの地区は浸水するなど。（西条市・40 代男性）
被害が起きている具体的な場所，近い将来被害が予想される場所を地図で表示。（伊予市・40 代男性）
今後の予測雨量を町単位でテキスト表示（四国中央市・40 代男性）
起こりうる事象を，過去の災害映像等を使って，具体的にイメージできるものを放映する。（松山市・60 代男性）
災害の起きた同じ場所ばかり映すのではなく，今後災害が起こりそうな前兆のある地域も映すと早めに避難する人が増えると思う。（松山市・40 代女性）
危険が予想される地域の具体的な情報。ライブ中継はできるだけいろいろな場所のほうが身近に感じる。（新居浜市・50 代女性）
ハザードマップと災害の状況のすり合わせをしスピードをもった放送をして欲しい。（東温市・60 代男性）
実際の河川のリアルタイムの映像と今後の雨や河川の水位予測など，これから本当に危ないとわかるデータを入れて，避難の呼びかけ（松山市・30 代男性）
具体的に危険な地域を映像や地図で視覚化して放送する。（新居浜市・40 代男性）
河川敷や田んぼに様子を見に行ったり，避難しなかったりしたことで，どれだけの被害が過去にあったのかを，昨年は何人，10年で何人，のように具体的
に伝えることで，危ないからやめようと思ってもらえるように伝えてほしい。（松山市・30 代女性）
⑦行政の責任者が直接呼びかけをしてほしい
災害本部，避難場所の偉い人の「来てください」が欲しい。行ってもいいか迷っている人の背中を押す気がします。（松山市・40 代女性）
自治体の長自ら避難勧告を行う。（西条市・40 代男性）
どの地区がどれだけの被害がありそうなのか中継や県や市町村の担当者の生の声（松山市・40 代女性）
首長による強い指示（今治市・60 代男性）
⑧地域に密着したきめ細かい情報がほしい
地域に寄り添った情報は必須です。できれば市町村単位で，氾濫の恐れのある河川の水位情報を明確に表示の上でさらに，水位ごとの危険性（何m以上に
なったため，どの地域で冠水の恐れがある　などの具体的な警告があると，避難する目安がつけやすく，客観的に具体的な視点で考えることができ，避難
を促す一助になるのではないかと考察する）や，冠水で通行不能になる恐れやなるであろう道路，なった道路の表示をもっと簡潔にし，検索を簡易にすると
便利である。降水量がいくらとか放送されようと，具体的に危険性を感じることには繋がらない。過去のデータを降水量の表示に続けて表示する。「降水量
何mmを観測しました。前回の災害は（何日何時時点で）何mm観測しています」などの具体的な警告。（大洲市・20 代女性）
全国ネットではなく地方局から詳しい情報を放送するべき（西条市・30 代女性）
各地域への細かな放送，県全体でなく各市町村ごとに，特化した放送（宇和島市・50 代男性）
極力自治体単位（市区町村）のレベルで状況を常に更新して最新の災害レベルを流し続けてほしい。（新居浜市・60 代男性）
全国ネット放送であってもローカル局に切り替えて情報を提供してほしい。（四国中央市・50 代女性）
関係地域のテレビ番組画面の3割は使って放送する。（松山市・20 代女性）
画面を四分割するなどして多くの地域の情報を同時に表示する。（松山市・30 代男性）
全国版ではなく，地域密着で細かい地域ごとの状況（松山市・40 代女性）
地域ごとに調査員のような人を選別しておき，現在のご自宅や，近所の情報を電話などでタイムリーに現状を把握しそれを放送していただく（松山市・30代男性）
離れて住む家族の安否を知りたいので，オンデマンドで知りたい地域を選べたら助かる。（松山市・50 代男性）
⑨障害者・高齢者・子どもなどへの配慮
非常事態の際には音声での情報提供しかないため，聴覚障害のある人にとっては命に関わる問題になる。しかし，一度もそのことに気づいて対応をしてくれ
たことがないので，東北の地震などでは聴覚障害者の死者が多かった。視覚障害者には音声の情報が必要だが，聴覚に障害のある場合には，音が聞こえ
ないのでいくらアナウンスされてもわからない。スマホの画面などで，自分がいる場所が危ないとか，どのような状況になっているとかがわかるテレビ画面と
か，視覚による情報が必要だと思う。子供も年齢が低い場合には，言葉がわかりにくいので，何があったのか，スマホのアラーム音だけでは不安を搔き立て
るだけで逃げることができない。（松山市・40 代女性）
危険地域などテロップで流れますが，年配の人たちには文字が小さかったり，表示される時間が短い気がします。（八幡浜市・50 代女性）
お年寄りの立場で理解しやすい放送されるべきだと思います。（八幡浜市・50 代女性）
老人にわかりやすく短い簡単な言葉で連呼（愛南町・40 代女性）
高齢者などは聴き逃したり，避難が遅れるので早めの放送をする　地方などは高齢者のいる近所への声掛けや一緒に避難を行うように放送する（今治市・
30 代女性）
⑩その他
つねに情報が流れているので，最新情報に変わったことが分かりにくい。（伊方町・50 代女性）
行政防災無線と連動した放送（大洲市・40 代男性）
テレビで見てもリアリティーにかける部分があるからTwitterなどの情報も流してほしい（松山市・30 代女性）
全ての情報をまんべんなく提供することは出来ないと思っているので，参考にしている程度。ほしい情報はネットで探している。（大洲市・40 代男性）
テレビやラジオは必要最低限の情報を提供し，それ以上の情報は各自で情報収集することが必要だと思う（情報過多による混乱を防ぐため）（新居浜市・20
代男性）
いまは避難しろといいすぎで　逆に大丈夫な気がして　避難しない（松山市・40 代女性）
勝手に電源が入って，避難情報などをよびかけることができればいいと思います。（四国中央市・60 代男性）
電源オフでも緊急放送が入る設定（松山市・50 代男性）
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「どんな格好で　

何を持って避難したらいいのか？」　

「最低限何を持って，どんな格好で避難すべ 
きなのかという情報」（松山市・20 代女性）， 

「何を持って行くべきか，家をどういう状態にし
ておくか」（西条市・20 代女性）など，「避難の
しかた」を具体的に放送してほしいという意見
が20・30 代の女性を中心に多くみられた。

確かに，地震を想定した「避難訓練」は，
学校や職場などで何らかの形で経験している
人は多いと考えられるが，水害時の避難，そ
れも自宅からの避難のしかたを訓練する機会
は少ないだろう。自治体のウェブサイトや防災
マップなどに，水害時に避難する場合の「注
意事項」「装備」などが示されていることも多い
が，いざというときそれらの情報源にスムーズ
にアクセスできるとは限らない。服装や持ち物
などに逡巡しているうちに避難のタイミングを
逃すことのないよう，こうした知識についても，
放送や，画面の二次元コードなどから誘導した
サイトですみやかに得られるようにしておけば，
すみやかな避難に結びつくかもしれない。

「避難対象地域をきめ細かく伝えてほしい。

地図で見せてほしい」

避難勧告・避難指示の対象となった地域を
町丁目まで詳細に伝えてほしいという意見は，

「平成28年7月九州北部豪雨」など過去の豪雨
災害に関する調査でも多かった。今回の調査
では，避難対象地域や被害が発生しそうな地
域を地図で見せてほしいという意見が比較的多
くみられた。「一目でわかる」「目で見てわかり
やすい」という言葉も目立った。

NHKでは，2018年からLアラートを活用し，
避難対象地域名と避難場所をテレビの全画面

で詳細に表示する取り組みを始めた。また，
テレビ画面の左下に「二次元コード」を表示し，
スマートフォンのサイトやアプリに誘導し，そこ
でより詳しい情報を得てもらうようにしている。
テレビ画面で詳細な地域名や地図を表示する
のは限界がある。ネットとの連動によって詳細
な情報が得られることを，放送の中で一層周
知していく必要があるだろう。

また，本調査の回答者は70歳以上を含んで
いないが，自由記述の中には，高齢者や障害
者などに伝わりやすい情報発信を求める意見も
みられた。こうした意見にも十分配慮していく
必要があるだろう。

 11  まとめ

■  テレビは「避難スイッチ」を押せるのか？

今回の調査の中で最も注目すべきデータは，
10章の「テレビ・ラジオはどのような放送をす
べきか？」という自由記述であろう。

中でも，避難勧告や避難指示が出た際には
警報音や大きな文字，全画面表示で伝えてほ
しい，自分のいる地域限定で伝えてほしい，と
いう要望が年齢層を問わず多かった点が注目
される。避難勧告や避難指示が発表されると，
NHKはテレビ・ラジオの速報や，画面のＬ字
放送，アナウンサーのコメントですみやかに伝
えているが，現状では危機感，すなわち避難
の必要性が十分に伝わっていない可能性があ
る。視聴者は，自分の「避難スイッチ」をON
にしてくれるような情報をテレビに求めている。
本来の「避難スイッチ」の意味は，国や自治体
からの情報に依存せず，自分なりの避難開始
の基準を設定し，災害時には自ら動き出すこと
であるが，誰もがそうした判断・行動ができる
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とは限らない。テレビ・ラジオなどのメディアも
「避難スイッチ」をONにする役割を担う必要が
ある。

テレビの画面を通じて，避難情報を対象
地域の住民にピンポイントで伝える先進的
な取り組みとしては，大阪の「朝日放送テレ
ビ（ABC）」が，2017年から導入した「災害情
報のエリア限定強制表示」がある24）。テレビ
のデータ放送の機能を使い，避難勧告・避
難指示などの文字スーパーを，対象地域だ
けのテレビ画面に自動的に表示する。リモ
コンの青ボタンを押さないと消去できないので，
見逃しも避けられ，赤ボタンを押せばデータ放
送の画面に切り替わり，さらに詳細な情報を得
られる。避難情報はＬアラートを利用しており，
表示地域の限定にはテレビに登録された郵便
番号を利用している。

NHKも2019年9月2日から近畿地方の2府
4県で，テレビ画面での「避難情報のエリア限
定自動表示」の運用を開始した 25）。避難指示，
避難勧告，避難準備・高齢者等避難開始の各
情報が発表されると，当該地域のテレビ画面
の左端に赤で「お住まいの地域に避難情報が
発表されました」という表示が出る（写真3）。
リモコンのｄボタンを押したり，チャンネルを変

えたりしなければ2時間表示が続き，青ボタン
を押すとデータ放送で画面に移行し，避難対
象地域や世帯数を見られるようになっている。

国は，豪雨時の避難のタイミングを明確に
するため，防災気象情報を避難行動とひもづ
けし，5 段階にレベル化した。2019 年の出水
期からNHK・民放各局は，避難指示・避難
勧告，大雨特別警報などの発表時にレベルを
表示して放送している。このレベル化をどのよ
うに運用すれば避難行動に結びつくのかとい
うことも含め，「避難スイッチ」をONにするた
めの放送のあり方をさらに検討していく必要が
あるだろう。

■  高度化する防災気象情報　

　その意味は理解されているか？

今回の調査では「大雨特別警報」や「土砂
災害警戒情報」といった，避難行動に関わる
重要な防災気象情報の意味が十分理解され
ていない実態もわかった。この10年ほどの間
に，防災気象情報は急速に細分化・高度化し
た。2017年からは土砂災害・洪水・浸水害の
危険度分布も導入された。しかし，これらの
防災気象情報は，西日本豪雨では適切な避難
行動に必ずしも結びつかなかったと指摘されて
いる。

行政やメディアなど情報の「送り手」側は，
迅速に豊富な情報を提供していると思いがち
だが，「受け手」である住民が，その意味を正
しく理解していなければ，それは「情報の洪
水」にすぎない。この問題を克服するための対
策として，前述の「防災気象情報のレベル化」
が図られたわけだが，今回の調査結果をみる
と，改めて，防災気象情報の理解を促進する
ための取り組みが必要であると強く感じる。

写真3　NHKの「エリア限定避難自動表示」の画面
画面左側の枠で囲んだ部分が表示される

イメージ
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10章の自由記述（表6）で，西予市野村地
区の20 代の女性が「避難について町内放送が
あったが，どこで起こっていることなのか理解
できなかった。我々も危険な場所や警報の意
味などを知っておかなければならないと思う」
とコメントしている。ダムの緊急放流などに関
する情報についても，さらに周知と理解の促
進が必要だといえるだろう。

また，6章で触れた「プッシュ情報」，特に
緊急速報メールは自治体から直接住民に情報
を迅速に届けられる点で，非常に有効な情報
伝達手段であり，災害時の情報取得メディアと
しての期待は高まっている。その一方で，「意
味がよくわからなかった」「わずらわしい」と感
じている人も少なくない。適切な避難行動につ
ながるよう，平常時から情報の意味や緊急性に
ついて十分周知しておくことが必要といえよう。

■  防災・減災報道におけるテレビ・ラジオと

　ネットの相互補完

10章の自由記述や設問への回答では，避難
につながるきめ細かい情報が求められているこ
ともわかった。「避難対象地域をきめ細かく伝
えてほしい」「地図で見せてほしい」といった地
域に密着した情報だけでなく，「どのような格
好で，何を持っていったらいいのか」など避難
のノウハウに関する情報もほしいという。

しかし，災害時の多様な情報ニーズを，テ
レビ・ラジオだけで充足するのには限界があ
る。それを補うためのひとつの取り組みとして，
NHKは，画面の左下に「二次元コード」を表
示するなどして，視聴者をNHKの情報サイト
や防災情報アプリなどネットメディアに誘導し，
避難対象地域や避難場所，河川の状況などに
関するきめ細かい情報を得られるようにした。

何年後かに振り返れば，2018年は，災害情
報・災害報道の大きな転換点といわれる年にな
るのではないだろうか。西日本豪雨のみならず，
関西空港が浸水・孤立した台風21号，北海道
のほぼ全域が停電した北海道胆

い

振
ぶり

東部地震，
大阪府北部を震源とする地震など，地域社会
と住民の生活に大きな影響を与える災害が相
次いだ。これらの災害時の報道を通じて，テレ
ビ・ラジオの限界がみえ，テレビとネットとの相
互補完，あるいは役割分担のあり方が一層明
確になってきたように思う。災害の全体像はテ
レビで，自分に必要なパーソナルな情報や地域
に密着した情報はスマートフォンで，という傾
向が今後も一層進むと考えられる。その中で，
テレビだからこそ伝えられる「命を守る情報と
は何か」がさらに問われることになるであろう。

さらにその先にも目を向けてみたい。テレ
ビの普及率・接触時間はともに減少傾向にあ 
り26），その一方で，「ネットのみの利用者」の割
合が一層拡大することも予想される。そのネッ
ト利用についても，「スマートフォンだけ」とい
う層が急速に増えているとされる27）。

NHKは，2019年度末までに常時同時配信
開始を目指している。かつては，テレビ・パソ
コン・モバイル画面の「3 Screens」への対応
が求められたが，テレビの常時同時配信が本
格化すれば，スマートフォンの画面ひとつ，文
字通り「1 Screen」で，放送，動画，防災アプ
リ，メールなどあらゆる情報や映像を見聞きす
る人がさらに増えてくると予想される。そのと
き，これまで放送，とりわけテレビの画面を通
じて伝えてきた防災情報や映像をどのように提
供していくのかということも，検討すべき大き
な課題になっていくのではないだろうか。

（いりえ さやか）
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注：
 1） 気象庁は今回の豪雨を「平成30年7月豪雨」と

命名したが，NHKは放送で「西日本豪雨」とい
う呼称を使用しており，本稿でも「西日本豪雨」
で統一する

 2） 異常洪水時防災操作（ただし書き操作）：
  大雨によりダムに流入する水量が急激に増え，ダ

ムが貯水できる最高の水位に近づいた場合に，
ダムからの放流量を流入量近くまで徐々に増やす
こと。ダムの決壊などを防ぐために行う

 3） 気象庁「災害をもたらした気象事例　平成30年
7月豪雨」（2018年7月13日，2019年12月9日修
正）

 4） 内閣府「平成30年7月豪雨による被害状況等に
ついて」（2019年1月9日）

 5） 国土交通省「平成三十年の土砂災害」（2019年3
月）

 6） 松山地方気象台「平成30年7月5日から8日にか
けての梅雨前線による大雨について（愛媛県の気
象速報）」（2018年7月9日）

 7） 愛媛県平成30年7月豪雨災害対応検証委員会
「平成30年7月豪雨における初動・応急対応に関
する検証報告書」（2019年3月）

 8） 愛媛県災害対策本部「平成30年7月豪雨による
被害状況等について（第100報）」（2018年10月5
日）

 9） 気象庁予報部「西日本と東日本における8日頃に
かけての大雨について」（2018年7月5日）

 10） 四国地方整備局「第1回　野村ダム・鹿野川ダム
の操作に関わる情報提供等に関する検証等の
場」説明資料（2018年7月19日）

 11） 国土交通省「異常豪雨の頻発化に備えたダムの
洪水調節機能と情報の充実に向けて（提言）」

（2018年12月）
 12） 山鳥坂ダム工事事務所・野村ダム管理所「平成

30年7月豪雨を受けたこれまでの野村ダム・鹿野
川ダムの取組について」（2019年7月11日）

 13） Lアラート：災害時に都道府県や市区町村が避難
情報などを共有サーバーに入力，放送局などのメ
ディアがそれらの情報を受け取って，広く発信す
るシステム

 14） 愛媛県防災危機管理課「平成30年7月豪雨災害
における愛媛県の情報通信対応について」（2018
年11月6日「災害情報伝達に関するセミナー」資
料）

 15） 宇和島市「復旧・復興に関する市民アンケート調

査　報告書（その1）」（2019年2月）
 16） 宇和島市「宇和島市の住民への情報伝達につい

て」（2018年11月6日　四国総合通信局「災害情
報伝達に関するセミナー」資料）

 17） 内閣府「平成30年7月豪雨による水害・土砂災
害からの避難に関するワーキンググループ」第1回
会合資料（2018年10月16日）

 18） 内閣府「社会意識に関する世論調査」（2019年4
月）

 19） 矢守克也「空振り・FACPモデル・避難スイッチ
―豪雨災害の避難について再考する―」（一般財
団法人消防科学センター「消防防災の科学」№
134，2018年）

 20） 愛媛県「平成30年7月豪雨に関する知事メッセー
ジ」（2018年7月9日）

 21） 木村玲欧『災害・防災の心理学―教訓を未来に
つなぐ防災教育の最前線』（北樹出版，2015年1
月）

 22） テレビ新広島・Yahoo! ニュース連携企画「【広島
から伝えたい】「え？みんな避難しとる？」つぶや
きに表れた迷い　早期避難した地域は『声かけ』」

（2019年7月8日配信）
 23） 文春オンライン「『うちは逃げるよ』 あのとき，避

難はSNSで始まっていた―西日本豪雨から1年。
知られざる教訓」（2019年7月6日配信）

 24） 木戸崇之「西日本豪雨・台風21号でも活躍『災
害情報のエリア限定強制表示』～災害の危機感
をより実感できるテレビ字幕への一歩～」（「電波
技術協会報 FORN」№ 327，2019年3月）

 25） NHK大阪放送局ウェブサイト「お住まいの地域の
『避難情報』をテレビ画面に自動表示」（2019年9
月2日）

  https://www.nhk.or.jp/osaka/jidohyoji/?cid=bk-
top

 26） テレビの普及率・接触時間については以下を参照。
内閣府「消費動向調査」（2019年3月），NHK放
送文化研究所「日本人とテレビ・2015」（2015年8
月）

 27） ニールセンデジタル社「ニールセン デジタル・コ
ンシューマー・データベース2018」（2018年10月
19日）


