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 １．大津波警報をどう知ったか

「昼までに」が 85％
大津波警報が出されたのは，28日（日）の午

前９時半頃だった。実際に住民が知った時間
帯をまとめたのが図１である。「９時半頃」が
半数，「午前中」が35％となっていて，あわせ
て85％の人が，昼までに警報の発令を知って
いた。男女のどの年層でも，昼までに知ってい
たという人が80％を超えている。これは前日か
ら地震の発生と津波のおそれが伝えられていた
こと，警報発令が日曜日の午前中で，家にいる
人が多かったためと考えられる。

津波は「予測より低い」「来ない」が半数
気象庁は大津波警報が出された沿岸では，

津波の高さが高いところで3ｍになると発表
し，厳重な警戒を呼びかけた。住民はこれを
どう受け止めたのだろうか。警報を知ってい
た人に，大津波警報を聞いた時，どの程度の
津波が来ると思ったかを聞いたところ，「予測
された3ｍ程度」と思った人は36％，「予測を
上回る高さ」を考えた人は9％だった。これに
対して「予測より低い」と思った人が46％と最

 はじめに

2010年２月27日の午後（日本時間），南米チ
リの沿岸でマグニチュード8.6の巨大地震が発
生した。この地震で気象庁は翌28日，青森，
岩手，宮城の東北３県の太平洋沿岸に大津波
警報を出し，３県でおよそ34万人に避難指示，
避難勧告が出された。またそれ以外の太平洋
岸にも津波警報などが出され，避難の指示や勧
告の対象となったのは全国で169万人に上った。

津波は地震の発生からほぼ1日で日本に到
達し，最大で１ｍ20 ㎝の津波が観測された。
一部で浸水の被害が出たが，人的な被害はな
かった１）。

NHKでは，２週間後に東北3県の太平洋沿
岸の市町村に住む人たちを対象に緊急の電話
調査を実施した（表1）。その結果から，住民
が大津波警報をどう受け止め，どのように行動
したかを見ていきたい。

大津波警報　その時住民は
～チリ地震津波に関する緊急調査から～

世論調査部（社会調査） 石川　信

 調査時期 2010 年 3 月12 日（金）～ 14 日（日）

 調査方法 電話法（RDD 追跡法）

 調査相手 青森・岩手・宮城３県の太平洋岸の
市区町村の住民 2,644 人

 調査回答数（率） 1,751 人　（66.2％）

表１　調査の概要
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も多く，「津波は来ないと思った」人も７％いた
（図2）。つまり半数以上の人が，気象庁が予
測したような高さの津波は来ないと考えていた
のである。

男女年層別に見ると，女性の20 ～ 39歳と男
女とも60歳以上では，津波の規模を「予測さ
れた程度」あるいは「予測以上」と考えた人が
多くなっている。三陸海岸では50年前に，や
はりチリで起きた地震の津波で大きな被害を受
けている２）。60歳以上の人たちには，この時の
記憶が影響していることが考えられる。

 ２．住民は避難したのか

避難しなかった人 69％
避難の指示や勧告は，地域

ごとに細かく出されるので市町
村名だけでは，避難地域かど
うかはわからない。今回は調査
相手の回答によって判断した。
自分の住む地域に避難指示や
避難勧告が出たのを当日中に
認識した人は36％，626人だっ
た。この人たちがどのように行
動をしたのかを見ていきたい。

このうち避 難 をした 人 は
29％で，避難しなかった人は
69％と，3人に2人に上ってい
る（図3）。

図3の避難した29％の人た
ちを避難先ごとに分けて示した
のが図4である。避難対象者
の11％が，「市町村が避難所と
していた施設」に行っていた。
また９％が「近くの屋外で高い
ところ」，６％が「津波が届か

ない知人や親戚の家など」に避難していた。
今回の津波で総務省消防庁は，各自治体

が避難所などで避難が確認できた人は，避
難対象者の8％だったとしている３）。災害の
発生まで時間的余裕がない場合は，とにか
く避難所へ行くことが重要であるが，今回
は警報の発令から津波の到達予想時刻まで
時間があり，例えば海岸から遠く離れた親
族の家まで行くことも可能であった。今回
のようなケースでは，行政側も避難所だけ
でなく，高台や他の建物へ逃げる人がいる

無
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男性40～59歳

男性60歳以上
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女性40～59歳
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図1　警報をいつ知ったか（全体，男女年層別）

図 2　津波の規模の予想（全体，男女年層別）

予測された
３メートル程度の津波　

予測を上回る
高さの津波

全体

男性20～39歳

男性40～59歳

男性60歳以上
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女性60歳以上

予測より低い高さの津波

わからない・無回答
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38 12 3

4 1

5 2

45 415 8

741

836 11 5 39

34 546

津波は来ないと思った

（分母 = 津波前に津波情報を得た人）
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ことを念頭に置いて，避難した人たちへの
対応を考える必要があるだろう。

「安全」と判断し避難せず
次に図3の避難しなかった人69％について，

避難しなかった理由別に分けて示したのが図5
である。避難対象者の46％は「自分のいるとこ
ろは安全だ」と思って避難していなかった。「様

子をみてから避難しよう」と思っていて，結局避
難しなかった人も11％いた。

別の角度から避難しなかった住民の意識を見
てみよう。表2は，避難したかどうかと，津波
の規模をどう考えたかの関係をまとめたもので
ある。

避難をした人では，津波の高さについて気象
庁の「予測程度」あるいは「予測以上」と考えた
人が50％，「予測以下」あるいは「津波は来ない」
と考えた人は46％だった。これに対して避難し
なかった人で見ると「予測程度」あるいは「予測
以上」が43％で，「予測以下」あるいは「津波は
来ない」が55％となっている。避難しなかった
人に津波の規模を低く見ていた人が多い。

津波で被害が出るかどうかは，地形などさま
ざまな要因があり，そうした状況をきちんと把
握した上で，避難しないと判断したという人も
いただろう。しかし津波の規模についての気象
庁の予測や，避難が必要と判断した自治体の
判断に対し，「たかをくくっていた」ケースもあっ
たのではないかと懸念される。

避難した人の半数は夕方までに帰宅
一方，避難をした人はその後どうしたのだろ

うか。今回，東北３県の太平洋沿岸では，28
日の午後になって各地で津波が観測された。
その後の警報・注意報の推移を見ると，

図 3　避難したか

図 4　避難した場所

図 5　避難しなかった理由

表 2　避難の有無と津波規模の予想
（避難指示や勧告が出た人）

予想した津波の高さ 避難した 避難しなかった

（173 人） （414 人）

「予測程度」＋
「予測以上」 50％ 43 

「予測以下」＋
「来ない」 46 ＜ 55 

注）「＜」は信頼度水準 95％の検定で有意差があることを示す
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69

わからない・無回答
2

（分母 = 避難指示などが出た人）

避難した

避難
しなかった

11％

（避難しなかった）

知人や親戚の家

近くの安全な建物

近くの高いところ
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3
5 3 2

29％

理由無回答など

様子を見てから

避難した

自分がいる
ところは安全

わからない・無回答

11％

（避難しなかった）

知人や親戚の家

近くの安全な建物

近くの高いところ
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（分母 = 避難指示などが出た人）
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避難所わからない・無回答
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28日午後７時頃　大津波警報が津波警報に
29日午前１時すぎ　警報から津波注意報に
29日午前10時すぎ　注意報がすべて解除
となっている。調査では避難した人たちにど

の段階で避難場所を離れたかを聞いた。その
結果が図6である。

まだ大津波警報が出ていた「夕方までに」と
いう人が最も多くほぼ半数だった。続いて「午
後７時に大津波警報が津波警報に切り替わっ
た後」という人が32％だった。つまり避難した
人でも，その83％が，まだ警報が出ている段
階で，避難場所を離れていた。

避難した人が全体として少なく，まわりの人
たちが避難していないことから，大丈夫だろう
と思ったのかもしれない。さらに観測された津
波の第１波の規模があまり大きくなかったことも
影響している可能性がある。しかし津波は第２
波以降に，より高くなることがある。実際に今
回の津波でも，岩手県の久慈港では，午後２
時すぎに観測された第１波の高さは30 ㎝だっ
たが，その後午後４時前と午後５時頃に最大の
1ｍ20 ㎝の津波が観測されている 4）。避難しな
かった人と同様に，避難所を早く出た人たちも，
十分な根拠がないままに「安全」と判断してい
なかったか，詳しく検証する必要がある。

  ３．情報を何から得ていたのか

警報はテレビ，避難は市町村から
ここからは住民が，津波に関する情報を何に

よって得ていたかを見ていく。
大津波警報を津波の到達前に知っていた人

は全体の93％だったが，知った手段は図7のよ
うになっている。

「テレビ」が72％と圧倒的に多く，「市町村の
防災無線や広報車」が12％である。前にも指摘
したが，日曜日の午前中ということで，自宅で
テレビを見ていた人が多かったのであろう。中
には前日からの地震のニュースを受け，津波に
関する情報を，テレビでチェックをしていた人た
ちもいたと考えられる。

一方，避難指示や避難勧告が出た626人を
対象に，避難情報を知った手段をまとめたのが

図 6　いつ避難場所を出たか

図 7　大津波警報を何で知ったか

図 8　避難指示などを何で知ったか

夕方までに　
大津波警報が
津波警報に切り替わった後

（分母＝避難した人）

津波警報が
津波注意報に切り替わった後

51％ 8 2 32 7

わからない・無回答

津波注意報が解除された後

テレビ
市町村の防災無線や広報車

（分母＝津波が来る前に警報を知った人）

ラジオ

家族や知人

72％ 5 2 1 1 12 6

携帯電話
パソコン

その他・
わからない・無回答（回答が多い順）

テレビ 市町村の防災無線や広報車

（分母＝避難指示，勧告が出た人）

ラジオ
家族や知人

34％ 5 2 1 1 53 4

携帯電話
パソコン

その他・わからない・無回答
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図8である。手段は図7と同じ順番に並べてあ
る。避難に関する情報については「テレビ」よ
り「市町村の防災無線や広報車」という人が多
かった。

さらに警報を知った手段と，避難情報を
知った手段の関係を見たのが，表3である。

テレビで警報を知ったという人のうち，避難
情報もテレビで知ったという人は45％で，避
難情報について防災無線や広報車という人が
49％である。つまり「警報はテレビ」「避難情
報は市町村から」と情報源が異
なるケースがかなりあったので
ある。

今回の津波では，大津波警
報や津波警報が発令されたこ
とにより，全国20の都道県で
避難指示や避難勧告が出され
た。自分の地域に避難指示な
どが出たのかどうかといった詳
細な情報については，マスメ
ディアより自治体など地域の情
報ネットワークが有効であった
ように思われる。

「知りたかった情報が得られた」64％
次に，津波に関連して，住民がどのような情

報を求め，必要な情報が得られていたかどうか
を見てみよう。

最も知りたかった情報については，「津波に
ついてのさらに詳しい情報」が42％，「家族や
親戚，知人がどうしているかという情報」が
11％，「交通情報」が10％などとなった（図9）。

「知りたかった情報」について「特にない」な
どと答えた人を除く人たちに，十分に情報を
得られたかどうかを聞いた結果が図10であ
る。「十分に得られた」「かなり得られた」とい

表 3　警報と避難情報を知った手段
（避難指示や勧告が出た人）

図 9　知りたかった情報（全体）

図10　情報満足度（全体，知りたかった情報別）

十分に得られた かなり得られた あまり得られなかった

31％ 33 6 29 2

135 37 25 2

31 36 29 22

35 36 21 6 2

13 22 47 3 16

19 18 44 217

全　体

津波についての
さらに詳しい情報

被害の情報

自分が避難すべき
場所の情報

交通情報

家族や親戚，知人がどうして
いるかという情報

まったく得られなかった

わからない・無回答

警報の認知手段

テレビ 防災無線・
広報車

避
難
情
報
の
認
知
手
段

テレビ 45% 8

ラジオ 2 0

防災無線・広報車 49 87

家族や知人の話 3 3

パソコン 0 0

携帯電話 0 0

その他 1 0

わからない・無回答

自分が避難すべき
場所の情報

被害の情報

交通情報

42％

家族や親戚，知人が
どうしているかという情報

11

7

6

この中にはない

特にない

10

4

18

3
津波についてのさらに

詳しい情報

（分母 = 知りたかった情報があった人）
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う人があわせて64％，「あまり得られなかった」
「まったく得られなかった」という人があわせて
35％だった。

「地域的」情報に低い満足度
図10では，知りたかった情報と，情報が得

られたかどうかの関係も示した。
最も知りたかったものとして「津波について

の情報」をあげた人では，「十分に」と「かなり」
をあわせ「情報が得られた」とする人が 72％
となっている。「家族や親戚などの情報」をあ
げた人でも71％が得られたとしている。ところ
が「自分の避難場所についての情報」「交通情
報」をあげた人では，情報を得られたという人
が30％台にとどまっていて，半数以上が「あ
まり」あるいは「まったく」得られなかったと感
じていた。情報の性格を大きく分ければ，津
波や被害といった全体状況と，個人に関する
情報については十分だったが，避難場所や交
通情報といった地域的な情報は十分でなかっ
たと住民が感じていることがうかがえる。

情報入手方法と避難
先に警報についてはテレビから，避難情報に

ついては市町村から得たという人が多かったこ
とを示した。ここでは津波の警報や注意報が
出ていた時間帯全体では，情報を得るのに何
が使われていたかを見てみる。

調査では，「知りたかった情報」について「特
にない」などと答えた人を除く人たちにテレビや
ラジオ，市町村の防災無線など，6つについて，
それぞれ利用したかどうかを聞いた。その結果
が図11で，それぞれの項目のうち，左側に全

図11　情報入手に利用したもの（全体＋避難者）

図12　情報入手に利用したもの（男女年層別）
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体，右側に避難した人だけの結果を示した。
まず全体について見ると，「テレビ」の利用が

94％に達していて，次いで「市町村の防災無線
や広報車」が43％，「家族・知人の話」が35％
などとなっている。一方，避難した人だけで見
てみると，テレビの利用が一番多いのは変わら
ないが，防災無線や広報車の利用が70％，ラ
ジオの利用が33％，携帯電話の利用が25％と
全体より高くなっている。避難所や高台など，
自宅から離れて避難した人たちには，市町村
からの情報伝達とともに，手軽に持ち出せるラ
ジオや携帯電話が重要な情報源となっていた
といえる。

情報入手の方法については，男女年層別の
データも見ておこう（図12）。

テレビについては，男女どの年層でもほとん
どの人が利用していて差は見られない。これ
に対し市町村の防災無線や広報車を利用した
という人は，年層が高くなる人ほど多い。逆に
携帯電話については，若い人ほどよく利用して
いた。

携帯電話には通話だけでなく，メールやサ
イトの閲覧機能，さらにワンセグ視聴というよ
うにさまざまな機能がある。今回はどのような
機能が利用されたのかは調査できなかったが，
若い人の利用や自宅を離れ避難した人たちの
利用が多いことを考えると，防災情報を伝え
る手段として，携帯電話の活用方法をさらに
検討していく必要があるだろう。

  ４．気象庁の「予測のずれ」をどう見るか

最後に，津波の規模が気象庁の予測を下
回ったことについて見てみたい。

気象庁は大津波警報を出した際に，津波の

高さは高いところで３ｍになる見通しだと発表
した。しかし実際に検潮所で観測された津波
の高さは，最も高かった岩手県久慈港と高知
県須崎港でも1ｍ20 ㎝だった。気象庁は津波
に関する注意報をすべて解除した後の記者会
見で「予測の精度が十分でなかった」と謝罪し
ている。

調査で「気象庁が予測した津波の高さが，
実際よりかなり高かったことについて，どう思う
か」を聞いたところ，「予測だから仕方がない」
が58％，「まったく問題はない」が22％で，あ
わせて80％の人が気象庁の発表を容認してい
る。これに対し「もっと正確な予測を出すべき
だった」という人は16％だった（図13）。

しかし先に指摘したように，今回，気象庁
が大津波警報を出した時，半数以上の人が，
気象庁が予測したような高さの津波は来ないと
考えていた。気象庁の発表に対する信頼はそ
もそも高くなかったといえる。今後災害のおそ
れがある時に，住民に避難してもらうには，警
報に対する信頼が欠かせない。今回の予測の
ずれ自体については，多くの人が問題にしてい
なくても，気象庁は，発表の際に予測の根拠
を含めて，十分に説明したかどうか，また事後
に結果がずれた原因をきちんと説明したかどう
か，検証してほしい。

図13　気象庁の予測のずれについて（全体）

わからない・無回答
もっと正確な
予測を出すべきだ

58

22

16％
5

予測だから
仕方がない

まったく
問題はない
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  おわりに

気象庁が大津波警報を出したのは，1993
（平成５）年の北海道南西沖地震以来17年ぶり
のことであった。また海外で起きた地震で１ｍ
を超える津波が到達したのは1960（昭和35）
年のチリ地震以来50年ぶりである。

震源が遠く離れている場合，地震の発生や
地震の強さを自分の肌で感じることができな
い。津波の危険は情報として伝えられて，はじ
めて知ることになる。それだけに情報の伝達が
重要になる。

今回の調査では，多くの人が警報の内容を
額面通りには受け止めていなかったこと，避難
する人が少なかったこと，情報の入手方法が，
受け手側の状況や情報の性格によって異なっ
ていることなどが明らかになった。

防災関係者は，こうした課題を詳しく分析
し，今後の対策に活かしていかなければなら
ない。

（いしかわ まこと）

注：
1）総務省消防庁「平成 22 年 03 月 08 日　チリ中

部沿岸を震源とする地震による津波について（第
19 報）」（消防庁のホームページ，http://www.
fdma.go.jp/ で入手可能）

2）1960 年５月 23 日，チリで起きたモーメントマグニ
チュード 9．5 の地震で，三陸沿岸には，最大６メー
トルの津波が押し寄せた。三陸沿岸だけでなく，
北海道南岸，志摩半島付近でも大きな被害が出
て，死者行方不明者は全国で 142 人，全壊した
家屋は 1,500 余に上った。（国立天文台編「平成
21 年　理科年表」より）

3）総務省消防庁「平成 22 年 03 月 08 日　チリ中部
沿岸を震源とする地震による津波について（第 19
報）」。その後，消防庁と内閣府は避難対象地域

の住民にアンケート調査を実施した。回答者の
66％が 60 歳以上だったが，この調査では４割弱
が「避難した」と回答している。

4）気象庁「2010 年 2 月 27 日 15 時 34 分頃にチリ
中部沿岸で発生した地震について（第１報～第５
報）」（気象庁のホームページ，http://www.jma.
go.jp/ で入手可能）
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－警報の認知時期－
第１問　大津波警報が出たのは午前９時半でした。あなたが大

津波警報を知ったのはいつですか。次の５つの中から１つ
選んでお答えください。

 1. ９時半頃 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.9 ％
 2. 午前中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35.2 
 3. 午後で，津波が来る前 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.5 
 4. 津波が来たあと ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.9 
 5. 知らなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.1 
 6. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4 

－警報の認知方法－
第２問（第１問で「１～３」と回答した人に）大津波警報が

出たことを，あなたが最初に知ったのは何からでしょうか。
次の６つの中から１つ選んでお答えください。

 1. テレビ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72.1 ％
 2. ラジオ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.4 
 3. 市町村の防災無線や広報車 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.4 
 4. 家族や知人からの連絡 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.1 
 5. パソコン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2 
 6. 携帯電話 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7 
 7. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7 
 8. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3 
  （分母＝ 1,621 人）

－津波規模の予想－
第３問（問１で「１～３」と回答した人に）大津波警報を聞い

た時，あなたはどの程度の高さの津波が来ると思いました
か。次の４つの中から１つ選んでお答えください。

 1. 予測された３メートル程度の津波 ‥‥‥‥‥‥ 35.7 ％
 2. 予測を上回る高さの津波 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.6 
 3. 予測より低い高さの津波 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45.5 
 4. 津波は来ないと思った ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.7 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.5 
  （分母＝ 1,621 人）

 －津波認知後の行動－
第４問（問１で「１～３」と回答した人に）大津波警報が出た

ことを知って，あなたはまず何をしましたか。次の７つの
中から１つ選んでお答えください。

 1. すぐに避難した ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.8  ％
 2. 家族と連絡を取った ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.9  

 3. さらに詳しい情報がわかるまで，待機していた 51.0  
 4. 家や職場の周囲に土のうを積んだ ‥‥‥‥‥‥‥0.9  
 5. 漁船に被害が出ないようにした ‥‥‥‥‥‥‥‥0.7  
 6. 周辺の様子を見て回った ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.5  
 7. 食料や生活用品の買い出しに行った ‥‥‥‥‥‥2.1  
 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.3  
 9. わからない・無回答　 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.9  
  （分母＝ 1,621 人）

－避難指示などの有無－
第５問　あなたがお住まいの地域には避難指示や避難勧告が出

ましたか，出ませんでしたか。次の３つの中から１つ選ん
でお答え下さい。

 1. 出た ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35.8 ％
 2. 出たが当日は知らなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.4 
 3. 出なかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56.8 
 4. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1 

－避難情報の認知方法－
第６問（第５問で「１」と回答した人に）あなたが避難指示や

避難勧告を最初に知ったのは何からですか。次の６つの中
から１つ選んでお答えください。

 1. テレビ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.0 ％
 2. ラジオ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0 
 3. 市町村の防災無線や広報車 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53.4 
 4. 家族や知人からの連絡 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.0 
 5. パソコン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6 
 6. 携帯電話 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4 
 7. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5 
 8. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 
  （分母＝ 626 人）

－避難の有無－
第７問（問５で「１」と回答した人に）あなたは自宅の外に避

難しましたか。避難指示などの前に自主的に避難した人も
含みます。

 1. 避難した ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.1 ％
 2. 避難しなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68.8 
 3. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1 
  （分母＝ 626 人）

－避難場所ー
第８問（問７で「１」と回答した人に）あなたはどこに避難し

ましたか。次の４つの中から１つ選んでお答えください。
 1. 小学校など市町村が避難所にしていた施設 ‥‥ 36.3 ％
 2. 近くの安全な建物 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.9 
 3. 近くの屋外で高いところ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.7 
 4. 津波が届かない知人や親戚の家など ‥‥‥‥‥ 22.0 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2 
  （分母＝ 182 人）

－帰宅時間－
第９問（問７で「１」と回答した人に）あなたはいつ避難場所

を出ましたか。次の４つの中から１つ選んでお答えくださ
い。

 1. その日の夕方までに ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50.5 ％
 2. 午後７時に大津波警報が津波警報に
  切り替わった後 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.9 
 3. 翌日の午前１時すぎに津波警報が

「大津波警報に関する世論調査」　単純集計結果

1. 調査目的
 大津波警報の認知方法や避難の有無など
 住民の意識と行動を探る
2. 調査時期
 2010 年 3 月 12 日（金）～ 14 日（日）
3. 調査方法
 電話法（RDD 追跡法）
4. 調査相手
 青森・岩手・宮城３県の太平洋岸の市区町村の
 20 歳以上の住民 2,644 人
5. 回答数（率）
 1,751 人（66.2％）  
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  津波注意報に切り替わった後　 ‥‥‥‥‥‥‥‥7.1 
 4. 翌日の午前 10 時すぎに津波注意報が
  解除された後 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.2 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2 
  （分母＝ 182 人）

－避難しなかった理由－
第 10 問（第７問で「２」と回答した人に）あなたが避難しな

かった理由は何ですか。次の７つの中から最も大きな理由
を１つ選んでお答えください。

 1. 自分のいるところは安全だと思ったから ‥‥‥ 67.1 ％
 2. 様子をみてから避難しようと思ったから ‥‥‥ 16.0 
 3. 周りの人が避難しなかったから ‥‥‥‥‥‥‥‥1.6 
 4. どこへ逃げたらよいかわからなかったから ‥‥‥0.9 
 5. 用事があって，自宅を離れられなかったから ‥‥0.7 
 6. 自宅を離れられない家族がいたから ‥‥‥‥‥‥1.4 
 7. 外出していて，避難対象の地区にいなかったから 7.4 
 8. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.9 
  　（分母＝ 431 人）

－知りたかった情報－
第 11 問　津波に関する警報や注意報が出ている間，最も知り

たかった情報は何ですか。次の７つの中から１つ選んでお
答えください。

 1. 津波についてのさらに詳しい情報 ‥‥‥‥‥‥ 42.0 ％
 2. 被害の情報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.1 
 3. 自分が避難すべき場所の情報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.5 
 4. 交通情報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.6 
 5. 家族や親戚，知人がどうしているかという情報 10.7 
 6. この中にはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.9 
 7. 特にない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.3 
 8. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.0 
  

－情報満足度－
第 12 問（第 11 問で「１～５」と回答した人に）それでは，

知りたいと思った情報を得ることができましたか。次の４
つの中から１つ選んでお答えください。

 1. 十分に得られた ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.8 ％
 2. かなり得られた ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.2 
 3. あまり得られなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.6 
 4. まったく得られなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.9 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5 
  （分母＝ 1,311 人）

－情報源－
第 13 問（第 11 問で「１～５」と回答した人に）大津波警報

が出た後，津波に関する情報をあなたは何から得ていまし
たか。次にあげるものそれぞれについて，「利用した」か「利
用しなかった」かでお答えください。

 （「利用した」率）
 1. テレビ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 94.4 ％
 2. ラジオ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.4 
 3. 市町村の広報車や防災無線 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43.0 
 4. 家族や知人の話 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.9 
 5. パソコン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.3 
 6. 携帯電話 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.5 
 7. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8 
  （分母＝ 1,311 人）

－今回の警報の評価－
第 14 問　今回，気象庁が予測した津波の高さが，実際よりか

なり高かったことについて，あなたはどう思いますか。次
の３つの中からあなたのお考えに近いものを１つ選んでお
答えください。

 1. もっと正確な予測を出すべきだった ‥‥‥‥‥ 15.5 ％
 2. 予測だから仕方がない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58.0 
 3. まったく問題はない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.6 
 4. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.9 

全　体
性　　別 年　　層

男 女 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳以上 無回答

1,751 人 716 1,035 69 199 252 323 399 470 39

100.0 % 40.9 59.1 3.9 11.4 14.4 18.4 22.8 26.8 2.2

全　体
男 の 年 層 女 の 年 層

20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳以上 無回答 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳以上 無回答

1,751 人 44 78 103 134 156 188 13 25 121 149 189 243 282 26

100.0% 2.5 4.5 5.9 7.7 8.9 10.7 0.7 1.4 6.9 8.5 10.8 13.9 16.1 1.5

サンプル構成

全　体
職　業 都市規模

主婦
（パート含む） 勤め人 無　職 農林業 漁業 自営業 学生

その他
政令指定

都市
30 万以上

の市
10 万以上

の市
10 万未満

の市 町村 無回答

1,751 人 482 528 496 32 33 122 58 - - 718 394 576 63

100.0% 27.5 30.2 28.3 1.8 1.9 7.0 3.3 - - 41.0 22.5 32.9 3.6


