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地方の35市町に
大雨特別警報が出された。

特別警報の運用がスタートした2013年には，
9月の台風18号による大雨で，京都・滋賀・福
井の62市町村に1例目の大雨特別警報が発表
されており，特別警報が発表された事例はあ
わせて4件となった。

4件のうち沖縄以外の3件は，降水量や地
中にしみ込んだ雨の量（土壌雨量指数）をもと
に発表された。一方，沖縄のケースは，台風 8
号の勢力が数十年に一度の猛烈な強さに発達
するという予測に基づいて，前述の4 種類の特

 Ⅰ  はじめに

2014年は特別警報の発表が相次いだ。特
別警報は，警報レベルをはるかに超える異常
な自然現象が予想され，数十年に一度という
重大な災害が起こる危険性が著しく大きい場
合に発表される。

7月には，台風 8号の接近によって沖縄県の
36市町村に波浪，暴風，高潮，大雨の各特
別警報が，8月には，台風11号による大雨に
よって三重県の29市町に大雨特別警報が，さ
らに9月には，低気圧や寒気による大雨によっ

台風による初の特別警報と
住民の意識・避難行動
～沖縄市での世論調査から～

メディア研究部  福長秀彦／入江さやか／山口　勝

2014 年7月，台風 8号の接近に伴い，気象庁は台風による初めての特別警報を沖縄県の36市町村に出した。
本稿の目的は，台風による初めての特別警報と避難勧告を，住民はどのように受け止め行動したのかを明らかに
し，情報伝達の課題を提示することにある。そのために，沖縄市の住民を対象に面接法による世論調査を実施し
た。調査結果は以下の通りである。
・特別警報が発表されたことを「知っていた」人は回答者全体の 82％だった。「知っていた」を台風の特別警報の

種類別にみると，「暴風」が最も多く95％に達した。一方，台風の特別警報が解除された後の大雨特別警報では，
発表を「知っていた」人は全体の 56％にとどまった。より緊急度が高い情報であるにもかかわらず，周知が行き
届いていない。

・ 身を守るために住民が最も注目した情報は「予想される最大風速や中心気圧などの台風情報」で，次に「通常の
警報・注意報」，特別警報は，3 番目の 16％にとどまった。

・ 特別警報の発表で，「いつもの台風の時より警戒感が強まった」という人が 57％，「台風情報などの情報収集意
欲が高まった」という人が 59％といずれも過半数となった。特別警報の注目度は低かったが，住民に防災行動
を促す上で一定の効果があったと考える。

・ 台風の特別警報を最初に知った手段は，「テレビ」が圧倒的に多かった。住民は最接近の半日以上前から継続
的にテレビで情報を収集する「タイムライン的視聴」を行っていた可能性がある。

・ 沖縄市が出した避難勧告の意味には「屋内安全確保」と「立ち退き避難」の 2 つがあることを正確に理解した人
は 13％にとどまった。危険回避を促す情報の意味を，住民に正確に伝える必要がある。

・ 70 歳以上では，特別警報や避難勧告を「知らなかった」人の割合が高かった。避難に時間がかかる高齢者に情
報が行き届いていない。
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別警報が発表された。台風の強さによる特別
警報が発表されたのは，初めてであった。さ
らに台風による特別警報が解除された後，雨
足が強まり降水量などによる大雨特別警報も出
された。

筆者らNHK放送文化研究所の研究グルー
プは，2013 年には京都・滋賀・福井の3府県
に出された大雨特別警報について，放送メディ
アと市町村の対応，住民の意識と行動を探る
調査・分析を行った 1）。続いて，2014 年には，
沖縄に出された特別警報に注目し，調査・研
究に着手した。沖縄の事例に注目したのは，
台風による特別警報が初めてであったことに
加えて，台風 8号でこれまでになく多数の市町
村が避難勧告を出した事情による。さらに近
年は，地球温暖化の影響などで「スーパー台
風」2）の出現が懸念されていることも，台風に
よる特別警報に注目した理由である。実際，
2013 年には超弩級の猛烈な台風がフィリピン
を襲い，甚大な高潮災害が発生している。　

まず調査したのは，沖縄県に出された台風
による特別警報が，市町村が発信する避難情
報，とりわけ避難勧告の発表にどのような影響
を及ぼしていたかであった。これまでの調査で，
特別警報が市町村の避難勧告発表に大きな影
響を及ぼしていたことがわかった。沖縄県の41
市町村のうち，半数以上の22市町村が避難勧
告を出したが，避難勧告を出した市町村にはい
ずれも特別警報が出されていた。市町村に対す
るアンケート調査では，避難勧告の根拠として
特別警報の発表を挙げた自治体が，圧倒的に
多かった。特別警報が出なければ避難勧告を
出さなかったと回答する自治体もあった。調査
結果は本誌2014年11月号に掲載した 3）。

では，住民の意識と行動はどうであったの

だろう。台風が数十年に一度の猛烈な勢力に
発達するおそれがあるという特別警報の危機
感を，住民はどのように受け止めたのか。はた
して，特別警報と避難勧告は住民の身を守る
行動を促すものになっていたのだろうか。本稿
の目的は，これらを明らかにすることにある。
そのために沖縄本島中部の沖縄市の住民を対
象に，面接法による世論調査を実施した。

沖縄市を調査対象として選んだのは，台風に
よる4種類の特別警報と降水量などによる大雨
特別警報がいずれも出されていることや，全域
に避難勧告が出されたこと，那覇市に次いで人
口が多く，地域社会の特性から生じる意識や
行動パターンの偏りが比較的少ないと考えたこ
となどによる。

本稿では，世論調査の設問と回答の分析
結果を読者が理解しやすいように，台風によ
る特別警報と一般的な大雨特別警報の性格や
意味の違い，双方の特別警報で必要とされる
避難行動のタイミングがどのように異なるのか
をあらかじめ解説する。住民の避難をめぐって
は，2014年4月に内閣府が「自宅からの立ち
退き避難」に加え，「屋内での安全確保」も避
難行動とする考え方を打ち出している。解説で
はそうした避難情報に関する最新の動向を踏
まえつつ，沖縄の各市町村が出した避難勧告
の全体的な傾向と世論調査の対象地域である
沖縄市の対応を示す。

  Ⅱ  世論調査を読み解くための解説

1　台風 8 号について

台風 8号は2014年7月4日午前9時に西太平
洋のマリアナ諸島近海で発生した4）。3日後の
7日午前9時には中心気圧930hPa，中心付近
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の最大風速50メートルの「大型で非常に強い
台風」に発達した（図1）。台風 8号は非常に強
い勢力を保ったまま，沖縄本島と宮古島の間
を通過した。台風の接近に伴い，沖縄県では
猛烈な風が吹き荒れ，渡

と か

嘉敷
しきそん

村で最大瞬間風
速53.0メートル，那覇市で50.2メートルを観測
した。また読

よみ

谷
たん

村
そん

で1時間に観測史上最多の
96.5ミリ，那覇空港で80.5ミリの猛烈な雨が
降った。

この台風による沖縄県の被害は，重軽傷36
人，建物の損壊53件，住宅の床上浸水 89 件，

床下浸水90 件，土砂崩れ91件，停電
は最大で10万7,300戸だった 5）。

2　特別警報とは

台風 8号では，沖縄県の36市町村
に特別警報が出された。特別警報は，
気象庁が従来発表してきた警報のレ
ベルをはるかに超える異常な自然現象
が予想され，重大な災害が起こるおそ
れが著しく大きい場合に発表される。
2011年の東日本大震災や紀伊半島の
大雨災害で，重大災害の切迫性を伝
えきれなかった反省を踏まえ，気象庁
が2013年8月から運用を開始した。

これまでに発表された特別警報を示したのが
表1である。ｂとa，c，d，eは性格が異なる。a，
c，d，eの「大雨特別警報」は，前線の活発化
などによる数十年に一度の大雨が予想される場
合に発表される。指標となる「降水量」および

「土壌雨量指数」が一定の値を超えると予想さ
れ，さらに大雨が降り続くとみられる時に出さ
れる。すでに浸水や土砂災害などが発生してい
る可能性が高い，極めて切迫度・緊急度が高
い情報である。従って，発表された時にはすで
に避難を完了していることが望ましいとされて

図 1　台風 8 号経路図

出典：沖縄気象台「平成 26 年台風第 8 号について（速報）」

対象地域　（発表時期） 特別警報の種類 特別警報の指標 災害発生までの猶予

①
京都府・滋賀県・福井県の
62 市町村

（2013 年 9 月）
a）大雨特別警報 降水量

土壌雨量指数
ほとんどない

（災害が切迫しているか，すでに
重大な災害が発生しているおそれ）

② 沖縄県の 36 市町村
（2014 年 7 月）

b）波浪・暴風・高潮・
　 大雨特別警報

台風の中心気圧
最大風速

ある
（台風最接近の 12 ～ 6 時間前）

c）大雨特別警報 降水量
土壌雨量指数 ほとんどない

③ 三重県の 29 市町
（2014 年 8 月）d）大雨特別警報 降水量

土壌雨量指数 ほとんどない

④
北海道（石狩・空知・胆振地方）の
35 市町

（2014 年 9 月）
e）大雨特別警報 降水量

土壌雨量指数 ほとんどない

気象庁資料などをもとに作成

表 1　これまで発表された特別警報
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いる6）。避難が困難な場合には，今いる場所で
直ちに安全を確保することが必要となる。

ｂは「台風による特別警報」である。台風が
数十年に一度の猛烈な勢力に発達し，接近もし
くは上陸すると予想される時に出される。発表
の指標は，沖縄地方・奄美地方および小笠原
諸島の場合，中心気圧910hPa以下または最大
風速60メートル以上になると予想される場合で
ある。台風の特別警報は，上陸もしくは最接
近の12 ～ 6時間前に予告的に発表されるので，
避難などの危険回避行動をとる時間的な猶予
がある。

3　避難情報について

2013年10月に起きた伊豆大島の土砂災害
で避難勧告のあり方が問われたことなどから，
2014年，内閣府は自治体向けの「避難勧告等
の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（以下，
ガイドライン）」を9年ぶりに改訂した。ガイド
ラインでは，市町村に「空振り」を恐れず早め
に避難勧告などを出すことを求めている。特に
切迫性の高い「大雨特別警報」の場合は，特
別警報が出てから避難を呼びかけるのでは遅
く，それ以前の段階で避難勧告などを出す必
要があるとしている。

一方，台風の特別警報が出た場合には，雨
量などが避難勧告を出す基準に達していなくと
も「暴風等により避難が困難となることを想定
して，早めの避難準備情報・避難勧告を発表
できるよう，検討する必要がある」としている。

ガイドラインは避難行動についても再定義し
た。従来，避難行動は安全な場所へ移動する

「立ち退き避難」を意味していたが，無理に外
出せず自宅などにとどまって身を守る「屋内安
全確保」も避難行動に加えた。

台風 8号の避難については，これまでの調
査 7）から以下のことが明らかになった。沖縄県
では過去最多の22市町村が避難勧告を発表し
た。台風で初めて避難勧告を出した市町村がほ
とんどだった。市町村は特別警報を避難勧告
発表の最大の根拠にしていた。また，特別警
報が警報や注意報に切り替えられると，大雨
警報や土砂災害警戒情報が引き続き出ている
にもかかわらず，避難勧告を解除した市町村が
多かった。通常の警報や土砂災害警戒情報が
軽視される傾向がうかがわれた。

初めての避難勧告で「立ち退き避難」と「屋
内安全確保」の双方を呼びかけた自治体もみ
られた。住民から「風雨が強い中でどこへ逃げ
たらよいのか」という問い合わせが相次ぎ，「建
物が頑丈ならば屋内で安全確保を」と避難勧
告の意味を説明した自治体もあった。

4　沖縄市（調査対象地域）の状況

沖縄市は沖縄本島の中部に位置し，太平洋
に面している（図2）。人口は13万8,867人で沖
縄県では那覇市に次いで多い 8）。内陸部の丘
陵地帯と海岸部の低地から成る地形で，土砂

0 40km

北部

中部

南部

宮古島地方

沖縄本島地方

那覇市

久米島

0 60km

沖縄市

図 2　調査対象地域
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分に暴風特別警報が出された。約6時間後の
午前8時頃には沖縄市は風速 25メートル以上
の暴風域に入った。8日午前10時54分には高
潮特別警報，午後 2時12分には大雨特別警
報が出された。

これら4 種類の台風の特別警報を沖縄市は
どのように住民に周知したのだろうか。沖縄市
の場合，特別警報を全国瞬時警報システム「Ｊ
アラート」10）の端末が受信すると，防災行政無
線が自動的に起動して放送する仕組みになっ
ている。防災行政無線の屋外スピーカーは166
基ある。戸別受信機は小中学校や公民館など
約80施設に設置されている。特別警報はすべ
て防災行政無線の自動起動によって，発表直
後に周知した。

風雨が強くなると，防災行政無線の音声が
聞こえない場合もある。沖縄市では防音対策
のためにガラス窓を二重にしている住宅も多
い。このため市では，フリーダイヤルで防災行
政無線の呼びかけを聞くことができる電話サー
ビスも併用していた。

防災行政無線の他には，携帯電話とパソコ

写真 1

図 3　沖縄市の特別警報と避難勧告（2014 年 7 月 7 日～ 9 日）

特別警報（波浪）

特別警報（暴風）  

特別警報（高潮）

特別警報（大雨）

2 度目の特別警報
（大雨）

避難勧告

避難所開設

18 時

強風域に
入る

暴風域
抜ける最接近暴風域に

入る

7 日（月） 8 日（火） 9 日（水）
0 時 0 時6 時 6 時12 時 12 時18 時 18 時

波浪特別（7 日午後 9 時 11 分～ 9 日午前 2 時 52 分）

避難所開設　７日午後４時～ 10 日午前 6 時）

暴風特別（8 日午前 2 時 15 分～ 9 日午前 2 時 52 分）

高潮特別（8 日午前 10 時 54 分～ 8 日午後 5 時 57 分）

大雨特別（8 日午後 2 時 12 分～ 9 日午前 2 時 52 分）

大雨特別（9 日午前 7 時 31 分～午後 11 時 50 分）

避難勧告 (8 日午前 10 時～ 9 日午後 6 時 30 分）

コンクリート造の多い沖縄市の街並み

災害警戒区域や地すべり危険箇所，急傾斜地
崩壊危険箇所が散在している。

住宅は台風常襲地域の沖縄特有の鉄筋コン
クリート造が多い。また嘉手納基地など米軍
基地を抱える関係から，二重窓など防音対策
を施した住宅や施設が多数ある（写真1）。

4-1特別警報発表と周知の状況

図3に示す通り，沖縄市では，7日午後8時
頃に風速15メートル以上の強風域に入った 9）。
その約1時間後の午後9時11分に波浪特別警
報が発表された。続いて，翌8日午前2時15
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ン向けのメール配信サービス（市民約1,800人
が登録）を使って，波浪と大雨の特別警報を
周知した。暴風の特別警報は夜中に出たこと
から，また，高潮の特別警報は避難勧告の周
知と重なったことから，沖縄市では，この登
録メールでは周知しなかったという。一方，エ
リアメール/緊急速報メール11）は波浪特別警報
の周知にのみ使用した。波浪特別警報の周知
に使った後で，気象警報は通信事業者の定め
る配信規定の対象外になっていることに気付
き，その後の暴風，高潮，大雨特別警報では
使わなかった。ただし，隣接する自治体のメー
ルが沖縄市内で受信されたケースもあった。

高潮特別警報は8日午後5時57分に解除さ
れ，沖縄市は午後10時頃，暴風域から外れ
た。翌9日午前2時52分には波浪，暴風，大
雨の特別警報は，波浪警報，強風注意報，
大雨警報に切り替えられ，台風の特別警報は
すべて解除された。

しかし，沖縄市では午前3時過ぎから雨足
が強まり，中心部の胡

ご や

屋では午前6時までの1
時間には70.5ミリという非常に激しい雨が降っ
た 12）。そうした中で午前7時31分，2度目の大
雨特別警報が出された。台風の特別警報が解
除された後であったために，唐突な感じを受け
た職員もいた。2度目の大雨特別警報も，防災
行政無線の自動起動と登録メールによって直ち
に住民に周知した。

4-2 避難場所の開設と避難勧告

気象庁が「台風の特別警報を発表する可能
性がある」と予告した7日午前から，市役所に
は「自主的に避難をしたい」という市民の相談
が相次いでいた。市では，7日午後4時から
庁舎地下1階の休憩室を避難場所として開放

した。避難してくる住民はこれまでの台風の時
よりはるかに多く，最終的に100人以上になっ
た。市は順次避難場所を増やしていった。

8日未明に暴風特別警報が出された。約7時
間後の午前9時に災害対策本部を設置し，会
議を開いた。この会議で，台風では初めてとな
る避難勧告を出すことを決めた。暴風特別警
報が出され，今後，市の全域で風雨が強まる
ことが予想されたためだ。対象は市の全世帯5
万6,762世帯，13万8,669人。

避難勧告では，「屋内での安全確保」と「立
ち退き避難」の2つを示し，いずれかの行動を
とるように呼びかけた。これは屋内安全確保
も避難行動に含めるとした前述の内閣府のガイ
ドラインを考慮したことによる。避難場所の用
意が整った午前10時に避難勧告を発表し，防
災行政無線，エリアメール/緊急速報メール，
登録メール，市のホームページで避難を呼び
かけた。また，地域のFM事業者にもファック
スで避難勧告の周知を依頼した。以下にエリ
アメール/緊急速報メールの呼びかけ文を示す

（下線①②は筆者）。登録メール，防災行政無
線によるメッセージも概ね同様である。

沖縄市民の皆様へ

台風 8 号の影響による暴風特別警報が発表
されています。それに伴い，午前 10 時沖縄市
全域に避難勧告を発令しました。①強固な建
物にお住まいの方は家屋内に留まり不要な外
出を控え，安全を確保してください。②避難が
必要な方は，安全に考慮し避難してください。
今後の気象情報に留意し，台風対策に万全を
期して下さい。
避難場所
沖縄市役所
コザ運動公園武道場
泡瀬公民館
かりゆし園
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下線①は「屋内安全確保」，②は「立ち退き
避難」を意味している。しかし，この呼びかけ
をした後，住民から「どこかに逃げなくてはな
らないのか」という問い合わせが寄せられた。
市では「建物が頑丈であれば自宅にとどまって
も構わない」と説明した。

9日未明に台風の特別警報がすべて解除さ
れた後，多くの市町村は避難勧告を解除した。
しかし，沖縄市は特別警報の解除後も引き続
き大雨警報や土砂災害警戒情報が出されてい
ることから，避難勧告を継続した。水はけが
悪く土砂災害が起きやすい地形を考慮したもの
だ。また，避難場所にいる住民が夜中に自宅
に戻ったりするのも危険だと判断した。沖縄市
が避難勧告を解除したのは，9日午後6時半で
あった。雨も弱まり，今後は被害が出そうにな
いというのが解除の理由である。

台風 8号による沖縄市の被害は，けが7人，
住宅の床上・床下浸水 21棟，土砂崩れ・がけ
崩れなど27件，道路冠水42件，住宅の損壊
3 棟などとなっている。市が用意した避難場所
には合計137人が避難した。過去の台風に比
べて約6倍であった 13）。

  Ⅲ  住民の意識と避難行動
　　　        〜沖縄市での世論調査から〜

台風が数十年に一度の猛烈な勢力に発達す
るおそれがあるという特別警報の危機感を住
民はどのように受けとめたのだろうか，はたし
て特別警報と避難勧告は住民の身を守る行動
を促すものになっていたのだろうか。そもそも
住民は特別警報の発表をどの程度，どんなメ
ディアによって見聞きしていたのか，台風の特
別警報が解除された後の大雨特別警報にはど

のように反応したのか，情報伝達の課題は何
か。これらを明らかにするため，台風による特
別警報が出された沖縄市の住民を対象に面接
法による世論調査を実施した。

調査地域として沖縄市を選んだ理由は，①
台風による4種類の特別警報と2度目の大雨特
別警報がいずれも出されている，②避難勧告
を全域に出しており，避難の意味や勧告に基づ
く行動を尋ねる上で有利である，③那覇市に次
いで人口が多く，都市の規模からみて地域社
会の特性から生じる意識や行動パターンの偏り
が比較的少ないと考えられる，などである。

調査手法として電話やインターネット，アン
ケートの郵送法などを採用せずに訪問面接調
査法を選んだのは，複数の特別警報が次 と々
発表されるという複雑な経緯をたどったこと
に配慮したためである。訪問面接に際しては，
沖縄市に出された各種特別警報と避難勧告を
わかりやすく時系列で示した表を回答者に事
前に配布した。調査の概要を表2に示す。単
純集計結果とサンプル構成は本稿末に掲載し
た。

調査時期 2014年9月20日（土）～10月19日（日）

調査相手
沖縄市在住の 20 歳以上の男女 1,000 人

（20 人 ×50 地点）
住民基本台帳による無作為 2 段抽出法

調査方法
訪問面接調査法

（対象者名簿に記載されている対象者
本人に，調査員が「調査票」の質問を
読み上げ，その場で回答をもらう）

調査有効数（率） 652 人（65.2％）

表 2　調査の概要
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1　台風 8 号による被害の状況
 「被害にはあわなかった」が 88％

まず，台風 8号による被害の状況を住民に
聞いた。「被害にはあわなかった」が88％で，

「暴風による建物の損壊」が3％，「土砂災害」
と「床下浸水」がそれぞれ 0.5％，「床上浸水」
が0.3%であった 14）。

2　沖縄市の避難勧告

2-1　「避難勧告」の発表を

	 「知っていた」が 55％　

沖縄市では，7月8日午前10時～ 9日午後
6時30 分まで市内全域に避難勧告が出されて
いた。この避難勧告が出されていたことを知っ
ていたかどうかを聞いた（図4）。「知っていた」
は55％にとどまった。「知らなかった」は42％，

「発表中は知らなかったが，解除後知った」は
3％だった。避難勧告の発表を「知らなかった」
と答えた人の割合を年代別にみると，70 代以
上で63％と他の年齢層に比べて突出して高い。

避難の「要配慮者」となる高齢者に周知が行き
届いていない。また，今回の調査では「体が
不自由な方，寝たきりの方」（避難行動要支援
者）15）が家族にいると答えた人は29人で，避難
勧告の発表を「知らなかった」が14人と半数近
くだった。

2-2　「屋内安全確保」と「立ち退き避難」

	 両方の意味と受け取ったのは13％

沖縄市は，避難勧告で「屋内安全確保」と
「立ち退き避難」の2つを呼びかけた。住民が
この避難勧告の意味をどのように受け取ったの
かを聞いた（図5）。「自宅など今いる建物の安
全な場所にとどまる」が44％，「自宅などから
避難所を含む安全な場所に移動する」が38％，

「両方の意味」が13％，「避難勧告の意味が分
からなかった」が4％だった。

避難勧告を出した後，沖縄市には住民から
「どこかに行かなければならないのか？」という
問い合わせが寄せられていた。避難勧告の2つ
の意味は，必ずしも正確に伝わっていなかった。

図 4　避難勧告の発表を知っていたか（全体と年代別）

図 5　避難勧告をどのような意味に受け取ったか

該当者：避難勧告の発表を「知っていた」と
「発表中は知らなかったが，解除後知った」の 380人

該当者：652人

知らなかった

発表中は知らなかったが，解除後知った

知っていた

70 代
以上

60 代

50 代

40 代

30 代

20 代

全体
知っていた

発表中は知らなかったが，解除後知った

知らなかった

55% 423

66 294

65 287

55 442

60 363

55 433

35 632

（652人）

（68人）

（104人）

（126人）

（118人）

（113人）

（123人）

避難勧告の意味が分からなかった
その他
「１」と「２」の両方の意味
「2」自宅など今いる建物の安全な場所にとどまる
「1」自宅などから避難所を含む安全な場所に移動する

避難勧告の意味が分からなかった

その他

1.と2.の
両方の意味

2. 自宅など今いる建物の
安全な場所にとどまる

1. 自宅などから避難所を含む
安全な場所に移動する

38% 44 13 4
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回答では「屋内安全確保」が「立ち退き避難」
を6ポイント上回っている。従来は，避難行動
といえば「立ち退き避難」を意味した。しかし，
台風常襲地帯の沖縄では「台風が来たら外出し
ない」という慣習がある。避難勧告の発表文で
は「屋内安全確保」を最初に呼びかけている。
これらの理由から「屋内安全確保」が基本と理
解した住民が多かったと考えられる。

2-3　台風 8号による避難行動

	 「屋内安全確保」が 72％

台風 8号接近に伴う避難行動について聞い
た（図6）。「外出をさけ，自宅のより安全な場
所にいるようにした」が72％と多数を占め，「身
を守る行動は特にしなかった」が20％，「自宅
から避難した」は2％だった。今回の調査では，
回答者の90％以上が鉄筋コンクリートの住宅
に住んでおり，自宅で安全を確保した住民が
多かったためと考えられる。

3　特別警報は防災行動を促したか

特別警報による警戒感や身を守る意識の変
化，情報収集行動の変化を聞いた。ねらいは，
特別警報が防災行動や避難行動に結びつく情
報となっていたかどうかを明らかにすることに
ある。

3-1　特別警報発表を「知っていた」は 82％

まず特別警報の発表を知っていたかどうかを
聞いた（図7）。「知っていた」は82％で，「知ら
なかった」が16％，「発表中は知らなかったが，
解除後知った」は2％だった。8割の住民が特
別警報の発表を知っていた。これは，避難勧
告を「知っていた」55％と比べてもかなり高い。
避難勧告よりも特別警報の方が住民に周知され
ていたといえる。「知らなかった」人を年代別に
みると，70代以上の高齢者で33％と高くなっ
ている。2013年の京都・滋賀・福井の大雨特
別警報でも，発表を「知らなかった」70代以上
の高齢者が38％で16）同様の傾向がうかがえる。

3-2　「警戒感や身を守る意識が高まった」が 57％

次に，特別警報による警戒感や身を守る意
識の変化について聞いた（図8）。「いつもの台
風の時より強まった」が57％，「いつもの台風
の時と変わらなかった」は42％だった。特別警

図 6　台風 8 号の接近に伴う避難行動

図 7　特別警報の発表を知っていたか

該当者：652人

自宅にいなかった
身を守る行動は特にしなかった
その他
自宅から避難した
外出を避け，自宅のより安全な場所にいるようにした

自宅にいなかった

身を守る行動は
特にしなかった

その他

自宅から避難した

外出をさけ，
自宅のより安全な場所に
いるようにした

72% 20 72

知らなかった

発表中は知らなかったが、解除後知った

知っていた

70 代
以上

60 代

50 代

40 代

30 代

20 代

全体

知っていた 発表中は知らなかったが，
解除後知った

知らなかった

82% 16
（652人）

（68人）

（104人）

（126人）

（118人）

（113人）

（123人）

2

81 136

90 10

88 12

86 113

81 163

64 332

知らなかった

発表中は知らなかったが、解除後知った

知っていた

70 代
以上

60 代

50 代

40 代

30 代

20 代

全体

知っていた 発表中は知らなかったが，
解除後知った

知らなかった

82% 162

81 136

90 10

88 12

86 113

81 163

64 332
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報の危機感が住民に一定程度は伝わっていた。
「いつもの台風の時より強まった」割合を同

居家族別でみると，乳児・幼児がいる世帯は
66％で，全体に比べて10ポイント近く高くなっ
ている。また男女別では，女性が63％で男性
より12ポイント高い。

3-3　「特別警報に注目」は16％

実際に避難行動をした人に，身を守るために
最も注目した情報について聞いた（図9）。「予
想される最大風速や中心気圧などの台風情報」
が49％で最も多く，「通常の警報や注意報」が
22％，「特別警報」が16％，「自治体の避難情
報（避難勧告・自主避難の呼びかけ）」が7％，

「家族や知人からの情報」が6％となった。
住民の多くは「身を守るための情報」として，

「台風情報」を「通常の警報や注意報」「特別
警報」よりも重視していた。台風常襲地域とい
うこともあり，詳しい気象情報をもとに自分で
危険性を見極めようという沖縄ならではの情報
収集の傾向がうかがわれる。「自治体の避難情
報」の注目度は「特別警報」の半分以下だった。

男女別にみると，台風情報では男性が55％
と，女性に比べて10ポイント以上高い。一方，
特別警報は女性が19％，男性が12％で女性
の注目度が高い。

3-4　情報収集の意欲

	 「いつもの台風より強まった」が約 6 割

特別警報の発表を知った後，いつもの台
風の時と比べて，中心気圧など台風の情報
を集めようという気持ちが強まったかを聞いた

（図10）。「いつもの台風の時より強まった」が
59％，「いつもの台風の時と変わらなかった」
が40％で，約6割が情報収集の意欲が「強まっ
た」と回答した。

情報収集の意欲が高まった割合は，乳児・
幼児がいる世帯と小学生がいる世帯で高い。
また男女別では，女性が64％，男性が55％で，
女性が9ポイント高い。

3-1 ～ 3-4の結果から，特別警報の注目度
は16％と低かったが，警戒感や身を守る意識，
情報収集の意欲が強まったことがわかった。
特別警報は，住民に防災行動を促す一定の効

図 8　特別警報の発表による警戒感や身を守る意識 図 9　台風 8 号から身を守るために最も注目した情報

該当者：特別警報の発表を「知っていた」と答えた 533人 該当者：「屋内安全確保」と「立ち退き避難」など 477人

知らなかった

発表中は知らなかったが、解除後知った

知っていた

70 代
以上

60 代

50 代

40 代

30 代

20 代

全体

知っていた 発表中は知らなかったが，
解除後知った

知らなかった

82% 16
533 人 106

55

94

111

102

92

79 41

18

13

15

10

9

（652人）

（68人）

（104人）

（126人）

（118人）

（113人）

（123人）

2

81 136

90 10

88 12

86 113

81 163

64 332

不  明

いつもの台風より弱まった

いつもの台風の時と変わらなかった

いつもの台風の時より強まった

乳児・幼児
のいる世帯

女

男

全体

いつもの台風の時より
強まった

いつもの台風の時と
変わらなかった

いつもの台風より弱まった

いつもの台風の時と変わらなかった

いつもの台風の時より強まった

いつもの台風の時より弱まった

57% 42
（533人）

51 49
（255人）

63 36
（278人）

66 32
（99人）

不  明

その他

家族や知人からの情報

自治体の避難情報（避難勧告・自主避難の呼びかけ）

特別警報

通常の警報や注意報

予想される最大風速や中心気圧などの台風情報

女

男

全体

避難勧告の意味が分からなかった
その他
「１」と「２」の両方の意味
「2」自宅など今いる建物の安全な場所にとどまる
「1」自宅などから避難所を含む安全な場所に移動する

予想される最大風速や
中心気圧などの台風情報

通常の警報や注意報

特別警報

自治体の避難情報
（避難勧告・自主避難の呼びかけ）

家族や知人からの情報 その他

不明
（477人）

（222人）

（255人）

49% 22 16 7 6

55 22 12 6 5

44 19 722 8
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果があったと考える。
沖縄市には，台風の特別警報4 種類（波浪，

暴風，高潮，大雨）に続いて，降水量を指標
とする大雨特別警報も出された。次に，それ
ぞれの特別警報の受け止め方や知った手段に
違いはないのかについて分析を試みる。

4　台風の特別警報の種類ごとの分析

4-1　発表を「知っていた」は

	 「暴風」が高く「高潮」が低い

台風による「波浪」「暴風」「高潮」「大雨」の
特別警報について，それぞれ発表を知ってい
たかどうかを尋ねた（図11）。「知っていた」が
最も多かったのが「暴風特別警報」で，発表
が未明だったにもかかわらず95％に達した。次
いで「大雨特別警報」が92％，「波浪特別警
報」が78％，「高潮特別警報」は最も低く74％
で，警報の種類によって20ポイント以上の差

があった。沖縄県の自治体は，台風接近に伴
う休校等の措置を「暴風警報」の有無によって
判断していることから，住民は「暴風特別警
報」への関心が高いと考えられる。

4-2　最初に知った手段　

	 いずれも「テレビ」が 7 割で圧倒的

次に特別警報を最初に知った手段を聞いた
（表3）。台風による「波浪」「暴風」「高潮」「大
雨」のいずれの特別警報も，「テレビ」が70％
超で圧倒的に多かった。次いで「防災情報の
メール（携帯）」が12 ～ 13％，「ラジオ」が6 ～
8％となっていた。特別警報の種類や発表時刻
による大きな差はみられなかった。「メール（携
帯）」で最初に知った人を年代別にみると，20
代，30 代で20％以上だった。一方，防災行政
無線で知ったという人は，いずれの特別警報
でも1％に満たなかった。防災行政無線は，重
大な災害警報を住民に伝える基幹的な手段と
位置づけられているが，屋外スピーカーは，激
しい風雨の中では伝達手段として有効でない
実情が明らかになった。

図 10　特別警報の発表による情報収集の意欲 図 11　特別警報の発表を知っていたか（種類別）
該当者：特別警報の発表を「知っていた」と答えた 533人 該当者：特別警報の発表を「知っていた」と答えた 533人
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沖縄市は暴風と高潮の特別警報が発表され
た時にはメールでの周知を行っていないが，「防
災情報のメール（携帯）」で知った人が12％だっ
た。これは隣接する自治体のエリアメール/緊
急速報メールを受信したり，インターネット事業
者や民間気象事業者が提供する防災情報サー
ビスのメールを受信したりしたためとみられる。

2013年の京都・滋賀・福井の大雨特別警報
では，特別警報を発表後1時間以内に知った手
段は「メール」が45％，次いで「テレビ」が35％
だった。大雨特別警報は突発的に発表される。
このケースでは，発表の時間が明け方で，就寝
中の人が多かったため，強いpush型 17）の特性
を持つメールが周知の有効な手段となったと考え
られる。

これに対して，今回の台風による特別警報
では，発表の時間を問わず，一貫して「テレビ」
で知った人が圧倒的に多かった。なぜか。

台風常襲地域の沖縄県では，台風が接近す
ると住民は不要な外出はせず，自宅にとどまる
のが一般的である。特に今回は特別警報の発
表が前もって予告されていた。住民は，数十

年に一度の猛烈な台風による特別警報がいつ
発表されるのか，その時自分はどうすべきか，
終日テレビをつけたままで絶えず状況の推移を
見守っていたと考えられる。あらかじめ予告さ
れた「猛烈な台風」に備えて，最接近の半日以
上前から継続的にテレビから情報を収集する，
いわば「タイムライン的視聴」が行われていた
可能性がある18）。

5　解除のタイミングは「妥当」が 74％

沖縄市に出されていた台風の特別警報（波
浪・暴風・高潮・大雨）は台風が遠ざかって風
が弱まったために9日未明（午前2時52分）にす
べて解除され，警報や注意報に切り替えられた。

図 12　台風の特別警報解除のタイミング評価
該当者：特別警報の発表を「知っていた」人と

「解除後に知った」人 546人

（%）

台風 大雨

波浪特別警報
（n=417）

暴風特別警報
（n=505）

高潮特別警報
（n=396）

大雨特別警報
（n=489）

大雨特別警報
（n=365）

テレビ 71 74 75 71 63
ラジオ 7 6 7 8 13
ワンセグ 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3
防災行政無線 0.2 0.8 0.3 0.8 2
防災情報のメール（携帯） 13 12 12 13 11
防災情報のメール（パソコン） 0.2 0.2 0 0.4 0
インターネットのウェブサイト 4 4 4 3 2
ツィッターや Facebook などの SNS 0.2 0.2 0.3 0.2 0
家族や知人からの電話連絡 1 0.8 0.5 1 6
自治体や消防などの巡回連絡 0.7 0.4 0.5 1 0.8
その他 1 1 0.8 1 2
不  明 0.2 0 0.3 0 0.3

表 3　それぞれの特別警報を最初に知った手段

不明
台風が遠ざかり風雨なども弱まったので妥当
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※該当者（n）はそれぞれの特別警報を「知っていた」と答えた人
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ここでは，特別警報の発表を「知っていた」
人と「解除後知った」人に解除のタイミングにつ
いてどう思うか，「早すぎた」「遅すぎた」「台風が
遠ざかり風雨なども弱まったので妥当だと思う」
の中から1つ選んでもらった（図12）。その結果，

「妥当だと思う」が74％，「早すぎた」が21％，
「遅すぎた」が4％で，解除のタイミングを評価す
る回答が多数を占めた。男女とも，どの年代で
も「妥当だと思う」が7割を超えている。「早す
ぎた」が2割あったのは，台風の特別警報が解
除された数時間後に，再び大雨特別警報が発
表されたことが影響していると考えられる。

6　2 度目の大雨特別警報の分析

6-1　「知っていた」は 56％

台風の特別警報（波浪・暴風・高潮・大雨）
が9日未明にすべて解除された後，沖縄市で
は再び雨足が強まり，9日朝（午前7時31分）
になって，再び大雨特別警報が発表された。
回答者全員に2度目の大雨特別警報の発表を
知っていたかどうかを尋ねたのが図13である。

「知っていた」が56％，「発表中は知らなかった
が，解除後知った」7％，「知らなかった」37％
だった。

「知っていた」人の割合は，図7のいずれか
の特別警報の発表を「知っていた」82％と比
べるとかなり低い。前述のように2度目の大雨

特別警報は災害が深刻化する危険が差し迫っ
た，非常に緊急性が高い情報である。「知らな
かった」人が37％というのは，情報の性格上，
問題であると考える。

2度目の大雨特別警報発表を「知らなかった」
人が多かったのはなぜか。発表を最初に知っ
た手段を特別警報の種類ごとに示した前掲の
表3で，最右列の2度目の大雨特別警報をみる
と，最も多かったのは，「テレビ」で63％，次
いで「ラジオ」の13％，「防災情報のメール（携
帯）」11％，「家族や知人からの電話連絡」6％
などの順であった。

このうち「テレビ」を台風による特別警報の
場合と比べてみると，台風による特別警報では
75％（高潮特別警報）～ 71％（大雨特別警報）
といずれも7割を超え，2度目の大雨特別警報
よりも12 ～ 8ポイント高い。

一方，「ラジオ」は台風の特別警報では平均
7％であるが，2度目の大雨特別警報では13％
と2倍近くに増えている。また，「家族や知人
からの電話連絡」の割合も平均1％が6％に上
がっている。「防災情報のメール（携帯）」には
有意な差はみられなかった。

さらに，それぞれの特別警報を知っていた
かどうかを職業別にみると，台風の特別警報
では職業による大きな差はみられないが，2度
目の大雨特別警報では，勤めに出ている人で

「知っていた」の割合が低くなっている。
以上から，2度目の大雨特別警報が朝の通

勤・通学時間帯に急きょ発表されたため，移
動中の人はテレビを見られなかったと考えられ
る。ラジオが増えたのは移動中にカーラジオ
を聴いていたため，「家族や知人からの電話連
絡」が増えたのは，学校の休校情報などを連
絡し合ったためとみられる。

図 13　2 度目の大雨特別警報の発表を知っていたか
該当者：652人

知らなかった
発表中は知らなかったが，解除後知った
知っていた

知らなかった

発表中は知らなかったが，
解除後知った

知っていた

56% 377
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6-2 発表から「1時間以内に知った」が 70％

9日午前7時31分に発表された2度目の大雨
特別警報を住民はいつ知ったのだろうか。最
初に知った時刻を尋ねたところ（図14），発表
後1時間以内の「午前7時31分～午前8時30
分」が70％，発表後1時間～2時間以内の「午
前8時31分～午前9時30 分」が19％，「午前9
時31分～正午」7％，「午後」3％であった。

2013年の京都・滋賀・福井の調査では，大
雨特別警報が出されたのが明け方で，就寝中
の人が多かったため，発表後1時間以内に知っ
たという人は41％にとどまっていた。今回は平
日の通勤・通学時間帯ですでに起床していた
人が多く，2013年の調査と比べて「発表後1
時間以内」の割合が高くなったものとみられ
る。普段から使っている情報機器やサービス
ごとにみると，携帯電話（スマホを含む）やメー
ルを使っている人ほど，「発表後1時間以内」
の割合が高くなっている。

6-3　「これだけの大雨だから当然」が 50％

2度目の大雨特別警報が出たことを知った時
にどう思ったかを，5つの選択肢の中から選ん
でもらった結果が図15である。「これだけの
雨が降っているのだから当然だと思った」と答
えた人が50％，「大変なことになったと思った」

が15％で，これらの人たちには大雨特別警報
による事態の深刻さが伝わっていたといえる。
一方，「特別警報がいったん解除され，再び
発表された意味がよく分からなかった」と答え
た人が19％，「自分は安全だと思って気にしな
かった」が14％であった。

前述のように沖縄市胡屋では，午前6時ま
での1時間に70.5ミリの非常に激しい雨が降っ
た。午前8時までの1時間にも44.5ミリの激し
い雨を観測している。こうした状況で大雨特別
警報が出されたわけであるから，「当然と思っ
た」と答えた人が多くなったとみられる。

沖縄市では，昼過ぎにはほぼ雨があがった。
しかし大雨特別警報は午後11時50 分まで解
除されず（図3），土砂災害警戒情報も同時刻
まで出されていた。深夜まで大雨特別警報が
残ったのは，土壌雨量指数が指標を超えてい
たためである。「雨が降っていないのになぜ特
別警報が出ているのか」と感じた住民もいた。
大雨特別警報は雨が降っていなくても，土砂
災害の危険があれば解除されない。そのこと
が必ずしも住民に理解されていない。このよう
な状態が続くと，特別警報の意味が伝わらず，

図 14　2 度目の大雨特別警報を知った時刻

図 15　発表をどう感じたか

該当者：2度目の大雨特別警報の発表を「知っていた」と答えた365人

該当者：2度目の大雨特別警報の発表を「知っていた」と答えた365人
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軽視されるおそれがある。気象庁は，特別警
報を継続する理由について，住民の納得がい
く説明をする必要がある。

大雨特別警報には2つの性格や意味があっ
た。「大雨が降っているのだから当然」という
答えが多かった反面で，「（台風の）特別警報
がいったん解除され，再び発表された意味が
よく分からなかった」という回答が2割近くを占
めた。2度目の大雨特別警報の切迫度・緊急
度が住民に十分理解されているとは言い難い。
危機を伝える情報は受け手にとってわかりやす
いものとしなければならない。

7　特別警報は多数が評価

沖縄市に出された特別警報が，回答者自身に
とって役立ったかどうかを全員に尋ねた（図16）。

「大いに役立った」30％，「ある程度役立った」
42％，「あまり役立たなかった」16％，「まったく
役立たなかった」3％で，合わせると『役立った』
は72％，『役立たなかった』は19％となり，多数
が評価している。

評価する回答は，男女別では女性の方が5ポ
イント多く，年代別では70代以上で少なかった。

  Ⅳ  おわりに

本稿の目的は，台風による初めての特別警
報と避難勧告を住民はどのように受け止め，行
動したのかを明らかにし，情報伝達上の課題
を提示することであった。主な調査結果は以
下の通りである。

・特別警報の発表を「知っていた」人は回答者
全体の 82％だった。「知っていた」を特別警
報の種類別にみると「暴風」が最も多く，真
夜中の発表だったにもかかわらず 95％に達
した。一方，2 度目の大雨特別警報の発表を

「知っていた」人は，全体の 56％にとどまった。
より緊急度・切迫度が高い情報が十分周知さ
れていなかった。

・身を守るために最も注目した情報は「予想さ
れる最大風速や中心気圧などの台風情報」
で，次に「通常の警報・注意報」，特別警報
は 3 番目の 16％にとどまった。「台風情報」
の注目度の高さは，台風常襲地域の沖縄なら
ではの特性と考えられる。

・特別警報の発表で，いつもの台風の時より警
戒感が強まったという人が 57％，「台風情報」
などの情報収集意欲が高まったという人が
59％と，いずれも過半数となった。特別警報
の注目度は低かったが，住民に防災行動を促
す上では，一定の効果があった。

・台風の特別警報を最初に知った手段は，警
報の種類，発表時間にかかわらず「テレビ」
が 70％超で圧倒的に多かった。住民はあら
かじめ予告された「猛烈な台風」に備え，最
接近の半日以上前から継続的にテレビで情報
を収集する「タイムライン的視聴」を行ってい
た可能性がある。

図 16　特別警報は役立ったか
該当者：652人

避難勧告の意味が分からなかった

不明

特別警報を知らない

まったく役立たなかった

あまり役立たなかった

ある程度役立った

大いに役立った 30%

42

3

9

0

16
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・いずれの特別警報でも，防災行政無線で
知った人の割合は 2% にも満たなかった。防
災行政無線は，重大な災害情報を伝える基
幹的な手段と位置づけられているが，屋外
スピーカーは激しい風雨の中では有効ではな
かった。

・避難勧告の意味を「屋内安全確保」と「立ち
退き避難」の両方と正確に理解した人は 13％
にとどまった。沖縄の防災習慣から「屋内安
全確保」と理解した人が多かった。危険回
避を促す情報の意味は，正確に住民に伝わ
るものとしなければならない。

・70 代以上では他の年代に比べ，特別警報
や避難勧告を「知らなかった」人の割合が高
かった。避難時の要配慮者や要支援者に確
実に情報を伝えることが大きな課題である。

本稿は，本誌2014年11月号に引き続き，沖
縄に出された特別警報を住民への情報伝達の
面から調査・分析したものである。その過程で，
特別警報を発表する気象庁のみならず，伝達
を担う自治体や放送メディアなど防災関係機
関全体で取り組むべき課題が多く見つかった。
これらの課題は，沖縄だけでなく，他の地域
にも共通する面があると考える。

特別警報の運用が始まって1年がたったが，
情報伝達に焦点を当てた調査研究はまだ少な
い。スーパー台風など気象災害の激甚化が懸
念されている中で，住民に的確な避難行動を
促す情報はどうあるべきか。危機感や切迫感
をどのように伝えていくのか。放送メディアの一
員として，これらの課題と向き合い，地道な調
査研究を続けていきたいと考える。

（ふくなが ひでひこ/いりえ さやか/やまぐち まさる）

注：
 1） 福長秀彦・政木みき・河野啓 （2014）「台風に

よる大雨と初の特別警報～危機の情報はどう伝
わったか～」NHK 放送文化研究所編『放送研
究と調査』2014 年 1 月号　pp2-29。

 2） 米軍の「合同台風警報センター」（JTWC: Joint 
Typhoon Warning Center）では最大風速が毎
秒 65メートル以上の台風を「Super-typhoon」
と分類している。

 3） 福長秀彦・入江さやか・山口勝（2014）「台風
による初の特別警報と避難情報～自治体はどう
対応したか～」NHK 放送文化研究所編『放送
研究と調査』2014 年 11 月号　pp2-26。

 4） 沖縄気象台「（速報）平成 26 年台風第 8 号につ
いて（2014 年 7 月 9 日）」。

 5） 沖縄県防災危機管理課調べ（2014 年 7 月 11 日
午前 9 時現在）。

 6） 内閣府「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作
成ガイドライン」（2014 年）。

 7） 前掲 3。
 8） 沖縄市 HP（2014 年 10 月 1 日現在）。
 9） 前掲 4。観測地点は沖縄市中心部の胡屋。
 10） J アラートは，緊急地震速報や特別警報などの

緊急情報を通信衛星経由で地方自治体に伝達す
る。自治体は同報系防災行政無線などを自動起
動させることができる。

 11） エリアメール / 緊急速報メールとは， 携帯電話
3 社が，気象庁の緊急地震速報や自治体が出す
災害情報・避難情報をメール形式で配信する
サービス。配信する対象はその地域にいる利用
者に限定される。「エリアメール」は NTT ド
コモ，「緊急速報メール」は au とソフトバンク。

 12） 前掲 4。
 13） 沖縄市防災課調べ（2014 年 11 月 6 日）。
 14） 被害の割合と後述の表 3 については，1％未満

の場合は，小数点第 1 位までを表示した。
 15） 2013 年，改正災害対策基本法で示された用語

で，「要配慮者」は，介護が必要なお年寄りや
障害のある人を，「避難行動要支援者」は，自
ら避難することが困難で，避難の際，特に支援
を必要とする人を示す。

 16） 前掲 1。
 17） push 型とは情報の送り手が受け手に情報を送

る伝達の仕方をいう。これに対して pull 型と
は受け手が必要な情報を得るために能動的なリ
クエスト・操作を行い，情報を引き出す伝達の
仕方である。テレビやラジオ，メールによる情
報配信は push 型，インターネットの情報検索
は pull 型とされる。

 18） 最近，台風など予測可能な気象災害に対して迅
速・的確に対応するために，自治体などが数日
前から時系列で行動計画を立てておく「タイム
ライン」という防災手法が注目されている。
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―台風 8 号による被害の有無（M.A.）―
問1　あなたのお宅は，台風で被害をうけましたか。次の中から

あてはまるものをすべて選んでお答えください。

	 1.	暴風による建物の損壊	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.1	％

	 2.	床下浸水	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

	 3.	床上浸水	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3

	 4.	土砂災害	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

	 5.	その他	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.0

	 6.	被害にはあわなかった	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 88.0

（分母 =652 人）

―避難勧告を知っていたか―
問 2-1　あなたは，避難勧告が発表されていたことを知ってい

ましたか。次の中からあてはまるものを 1つ選んでお答え

ください。

	 1.	知っていた	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54.9	％

	 2.	発表中は知らなかったが，解除後知った	‥‥‥‥3.4

	 3.	知らなかった	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41.7

（分母 =652 人）

―避難勧告の意味をどのように受け取ったか―
問 2-2　［問 2-1で「1.「知っていた」と2.「発表中は知らなかっ

たが，解除後知った」の人に］

避難勧告の意味をどのような意味に受け取りましたか。次の

中から1つ選んでお答えください。

	 1.	自宅などから避難所を含む

	 	安全な場所に移動する	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38.4	％

	 2.	自宅など今いる建物の安全な場所にとどまる	‥ 43.9

	 3.	「1」と「2」の両方	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.2

	 4.	その他	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

	 5.	避難勧告の意味が分からなかった	‥‥‥‥‥‥‥3.7

（分母 =380 人）

―台風に対して取った避難行動（M.A.）―
問 3-1　台風 8号の接近でどのように行動しましたか。取った

避難行動について，次の中からあてはまるものをすべて選

んでお答えください。

	 1.	外出をさけ，自宅のより

	 	安全な場所にいるようにした	‥‥‥‥‥‥‥‥ 71.6	％

	 2.	自宅から避難した	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7

	 3.	その他	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

	 4.	身を守る行動は特にしなかった	‥‥‥‥‥‥‥ 20.2

	 5.	自宅にいなかった	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.6

（分母 =652 人）

―身を守るために最も注目した情報は―
問 3-2　［問 3-1で「1. 外出をさけ，自宅のより安全な場所にい

るようにした」「2.自宅から避難した」「3.その他」の人に］

あなたは，台風 8号から身を守るために，どのような情報に

注目しましたか。次の中から 1つ選んでお答えください。

	 1.	予想される最大風速や中心気圧などの台風情報	 49.1	％

	 2.	通常の警報や注意報	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.0

	 3.	特別警報	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.5

	 4.	自治体の避難情報

	 	（避難勧告・自主避難の呼びかけ）	‥‥‥‥‥‥‥6.5

	 5.	家族や知人からの情報	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.1

	 6.	その他	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4

	 7.	不明	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4

（分母 =477 人）

―特別警報の発表を知っていたか―
問 4-1　あなたがお住まいの地域に，波浪・暴風・高潮・大雨

の特別警報が出されていました。あなたは，いずれかの特別

警報が発表されたことを知っていましたか。次の中から1つ選

んでお答えください。

	 1.	知っていた	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81.7	％

	 2.	発表中は知らなかったが，解除後知った	‥‥‥‥2.0

	 3.	知らなかった	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.3

（分母 =652 人）

【調査の概要】
1.	調査目的
	 台風 8号の接近に伴って沖縄県に発表された特別警報について，住民の認知と反応を調査する
2.	調査時期
	 2014 年 9月 20日（土）～	10 月 19日（日）
3.	調査相手
	 沖縄市在住の 20歳以上の男女 1,000 人
	 （20人×50地点）を住民基本台帳から無作為 2段抽出
4.	調査方法
	 訪問面接調査法（対象者名簿に記載されている対象者本人に，調査員が「調査票」の質問を読み上げ，その場で回答をもらう）
5.	回答数（率）
	 652 人（65.2％）

2014.9 ～ 10　台風 8 号による特別警報に関する住民調査 単純集計結果
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―特別警報を知って，警戒感は強まったか―
問 4-2　［問 4-1で「1.「知っていた」の人に］

特別警報が出されたことを最初に知った時，いつもの台風

と比べてどの程度警戒感や身を守る意識が強まりましたか。

次の中から 1つ選んでお答えください。

	 1.	いつもの台風の時より強まった	‥‥‥‥‥‥‥ 57.2	％

	 2.	いつもの台風の時と変わらなかった	‥‥‥‥‥ 42.2

	 3.	いつもの台風の時より弱まった	‥‥‥‥‥‥‥‥0.4

	 4.	不明	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2

（分母 =533 人）

―特別警報を知って，情報収集意欲は強まったか―
問 4-3　［問 4-1で「1. 知っていた」の人に］

特別警報が出されたことを知った後，いつもの台風の時と

比べて，中心気圧などの台風情報を集めようという気持ち

が強まりましたか。次の中から 1つ選んでお答えください。

	 1.	いつもの台風の時より強まった	‥‥‥‥‥‥‥ 59.3	％

	 2.	いつもの台風の時と変わらなかった	‥‥‥‥‥ 40.0

	 3.	いつもの台風の時より弱まった	‥‥‥‥‥‥‥‥0.6

	 4.	不明	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2

（分母 =533 人）

―「波浪特別警報」の発表を知っていたか―
問 5-1　［問 4-1で「1. 知っていた」の人に］

お住まいの地域に 7日夜から 9日未明にかけて「波浪」の

特別警報が発表されたことを知っていましたか。次の中か

ら 1つ選んでお答えください。

	 1.	知っていた	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78.2	％

	 2.	発表中は知らなかったが，解除後知った	‥‥‥‥2.3

	 3.	知らなかった	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.5

（分母 =533 人）

―「波浪特別警報」を最初に知った手段―
問 5-2　［問 5-1で「1. 知っていた」の人に］

お住まいの地域に「波浪」の特別警報が出されたことを最

初に知ったのは，何によってでしたか。次の中から 1つ選

んでお答えください。

	 1.	テレビ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71.2	 %

	 2.	ラジオ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.4

	 3.	ワンセグ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2

	 4.	防災行政無線	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2

	 5.	防災情報のメール（携帯）	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.9

	 6.	防災情報のメール（パソコン）		 ‥‥‥‥‥‥‥‥0.2

	 7.	インターネットのウェブサイト	‥‥‥‥‥‥‥‥4.1	

	 8.	ツイッターや Facebook などの SNS	‥‥‥‥‥‥0.2

	 9.	家族や知人からの電話連絡	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2

	 10.	自治体や消防などの巡回連絡	‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7

	 11.	その他	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2				

	 12.	不明	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2		

（分母 =417 人）

―「暴風特別警報」の発表を知っていたか―
問 5-3　［問 4-1で「1. 知っていた」の人に］

お住まいの地域に 7月 8日未明から 9日未明にかけて「暴

風」の特別警報が発表されたことを知っていましたか。次

の中から 1つ選んでお答えください。

	 1.	知っていた	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 94.7	 %

	 2.	発表中は知らなかったが，解除後知った	‥‥‥‥1.3

	 3.	知らなかった	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.8

	 4.	不明	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2

（分母 =533 人）

―「暴風特別警報」を最初に知った手段―
問 5-4　［問 5-3で「1. 知っていた」の人に］

お住まいの地域に「暴風」の特別警報が出されたことを最初

に知ったのは，何によってでしたか。次の中から1つ選んでお

答えください。

	 1.	テレビ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73.5	 %

	 2.	ラジオ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.3

	 3.	ワンセグ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2

	 4.	防災行政無線	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8

	 5.	防災情報のメール（携帯）		 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.3

	 6.	防災情報のメール（パソコン）	 ‥‥‥‥‥‥‥‥0.2

	 7.	インターネットのウェブサイト		‥‥‥‥‥‥‥‥4.0

	 8.	ツイッターや Facebook などの SNS		 ‥‥‥‥‥0.2

	 9.	家族や知人からの電話連絡		‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8

	 10.	自治体や消防などの巡回連絡	‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4	

	 11.	その他	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4

	 12.	不明	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0

　（分母 =505 人）

―「高潮特別警報」の発表を知っていたか―
問 5-5　［問 4-1で「1. 知っていた」の人に］

お住まいの地域に7月8日午前から8日夕方にかけて「高潮」

の特別警報が発表されたことを知っていましたか。次の中

から 1つ選んでお答えください。

	 1.	知っていた	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74.3	 %

	 2.	発表中は知らなかったが，解除後知った	‥‥‥‥2.1

	 3.	知らなかった	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.6

（分母 =533 人）

―「高潮特別警報」を最初に知った手段―
問 5-6　［問 5-5で「1. 知っていた」の人に］

お住まいの地域に「高潮」の特別警報が出されたことを最

初に知ったのは，何によってでしたか。次の中から 1つ選

んでお答えください。

	 1.	テレビ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74.5	 %

	 2.	ラジオ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.1

	 3.	ワンセグ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3

	 4.	防災行政無線	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
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	 5.	防災情報のメール（携帯）		 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.1

	 6.	防災情報のメール（パソコン）	 ‥‥‥‥‥‥‥‥0.0

	 7.	インターネットのウェブサイト	‥‥‥‥‥‥‥‥3.5

	 8.	ツイッターや Facebook などの SNS	‥‥‥‥‥‥0.3	

	 9.	家族や知人からの電話連絡	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

	 10.	自治体や消防などの巡回連絡	‥‥‥‥‥‥‥‥ 	0.5

	 11.	その他		‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8

	 12.	不明		‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 	0.3

　（分母 =396 人）

―「大雨特別警報」の発表を知っていたか―
問 5-7　［問 4-1で「1. 知っていた」の人に］

お住まいの地域に7月8日午後から9日未明にかけて「大雨」

の特別警報が発表されたことを知っていましたか。次の中

から 1つ選んでお答えください。

	 1.	知っていた	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 91.7	 %	

	 2.	発表中は知らなかったが，解除後知った	‥‥‥‥1.3

	 3.	知らなかった	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.9

（分母 =533 人）

―「大雨特別警報」を最初に知った手段―
問 5-8　［問 5-7 で「1. 知っていた」の人に］

お住まいの地域に「大雨」の特別警報が出されたことを最

初に知ったのは，何によってでしたか。次の中から 1つ選

んでお答えください。

	 1.	テレビ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70.6	 %

	 2.	ラジオ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.0

	 3.	ワンセグ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2		

	 4.	防災行政無線	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8		

	 5.	防災情報のメール（携帯）	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.9

	 6.	防災情報のメール（パソコン）		 ‥‥‥‥‥‥‥‥0.4	

	 7.	インターネットのウェブサイト		‥‥‥‥‥‥‥‥3.3

	 8.	ツイッターや Facebook などの SNS	‥‥‥‥‥‥0.2

	 9.	家族や知人からの電話連絡	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2	

	 10.	自治体や消防などの巡回連絡	‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4

	 11.	その他	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0	

	 12.	不明	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0

　（分母 =489 人）

―「特別警報」解除のタイミング―
問 6　［問 4-1で「1. 知っていた」「2. 発表中は知らなかったが，

解除後知った」の人に］

台風 8号の接近に伴う特別警報〔波浪・暴風・高潮・大雨〕は，

台風が遠ざかって風が弱まったために 9日未明（午前 2時

52分）にはすべて解除され，警報や注意報に切り替えられ

ました。あなたは特別警報を解除したタイミングについて

どう思いますか。次の中から 1つ選んでお答えください。

	 1.	解除するのが早すぎた	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.1	％

	 2.	解除するのが遅すぎた	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.8

	 3.	台風が遠ざかり風雨なども

	 	弱まったので妥当だと思う	‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74.4

	 4.	不明	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7

（分母 =546 人）

―2 度目の「大雨特別警報」の発表を知っていたか―
問 7-1　台風 8号の接近に伴う特別警報が 9日未明（午前 2 時

52 分）に解除された後，再び雨足が強まり，9日朝（午前 7

時 31分）になって，あなたがお住まいの地域に再び大雨特

別警報が発表されました。そのことを知っていましたか。次の

中から1つ選んでお答えください。

	 1.	知っていた	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56.0	％

	 2.	発表中は知らなかったが，解除後知った	‥‥‥‥6.7

	 3.	知らなかった	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.0

	 4.	不明	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3

（分母 =652 人）

―2 度目の「大雨特別警報」の発表について感じたこと―
問 7-2　［問 7-1で「1. 知っていた」の人に］

お住まいの地域に 9日朝（午前 7時 31 分）になって再び

大雨特別警報が発表されたことを最初に知った時，どのよう

に感じましたか。次の中からあてはまるものを 1つ選んでお

答えください。

	 1.	特別警報がいったん解除され，

	 	再び発表された意味がよく分からなかった	‥‥ 19.2	％

	 2.	大変なことになったと思った	‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.3

	 3.	これだけの雨が降っているのだから

	 	当然だと思った	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.6	

	 4.	自分は安全だと思って気にしなかった	‥‥‥‥ 14.0

	 5.	その他	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1

	 6.	不明	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8	

（分母 =365 人）

―2 度目の「大雨特別警報」の発表に気付いた時間―
問 7-3　［問 7-1 で「1. 知っていた」の人に］

あなたがお住まいの地域に 9日朝（午前 7時 31分）になっ

て再び大雨特別警報が発表されたことに，いつ頃気がつき

ましたか。次の中から 1つ選んでお答えください。

	 1.	9 日午前 7時 31分～午前 8時 30分	 ‥‥‥‥ 70.1	％

	 2.	9 日午前 8時 31分～午前 9時 30分	 ‥‥‥‥ 19.2

	 3.	9 日午前 9時 31分～正午	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.6

	 4.	9 日午後～	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.7

	 5.	不明	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4

（分母 =365 人）
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―2 度目の「大雨特別警報」発表を最初に知った手段―
問 7-4　［問 7-1で「1. 知っていた」の人に］

お住まいの地域に 9 日朝（午前 7 時 31 分）になって再

び大雨特別警報が発表されたことを最初に知ったのは何に

よってでしたか。次の中から 1つ選んでお答えください。

	 1.	テレビ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63.3	 %

	 2.	ラジオ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.2

	 3.	ワンセグ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3

	 4.	防災行政無線	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6	

	 5.	防災情報のメール（携帯）	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.0	

	 6.	防災情報のメール（パソコン）	 ‥‥‥‥‥‥‥‥0.0

	 7.	インターネットのウェブサイト	‥‥‥‥‥‥‥‥2.2	

	 8.	ツイッターや Facebook などの SNS	‥‥‥‥‥‥0.0

	 9.	家族や知人からの電話連絡	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.5	

	 10.	自治体や消防などの巡回連絡	‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8	

	 11.	その他	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9	

	 12.	不明	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3	

　（分母 =365 人）

―特別警報発表は役立ったか―
問 8　あなたは，お住まいの地域に出された特別警報が，あな

たご自身にとって役立ったと思いますか，役立たなかったと思

いますか。次の中から1つ選んでお答えください。

	 1.	大いに役立った	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.4	％

	 2.	ある程度役立った	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42.3	

	 3.	あまり役立たなかった	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.5	

	 4.	まったく役立たなかった	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6	

	 5.	特別警報を知らない	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.0	

	 6.	不明	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2

（分母 =652 人）

調
査
数

全体 性別 年齢別
男 女 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上

652 人 320 332 68 104 126 118 113 123
100% 49.1 50.9 10.4 16.0 19.3 18.1 17.3 18.9

調
査
数

全体

住居構造別

木造

鉄筋コンクリート
または鉄骨鉄筋
コンクリート造

1～ 3 階

鉄筋コンクリート
または鉄骨鉄筋
コンクリート造

4 階以上

その他の非木造
1 ～ 3 階

その他の非木造
4 階以上 わからない 不明

652 人 36 504 95 14 1 1 1
100% 5.5 77.3 14.6 2.1 0.2 0.2 0.2

調
査
数

全体

情報ツール別

テレビ ラジオ ワンセグ
携帯

（スマホ
含む）

パソコン
（タブレット

含む）
固定電話 メール

インターネット
の

ウェブサイト

ツィッターや
Facebook

などの SNS
その他

652 人 599 278 17 349 130 37 109 126 42 15
100% 91.9 42.6 2.6 53.5 19.9 5.7 16.7 19.3 6.4 2.3

調
査
数

全体

職業別

農林漁業者 自営業者 家族従業
（家事手伝い） 公務員 勤め（全日）

勤め
（パートタイム・

アルバイト）
専業主婦 学生 無職 その他

652 人 8 71 5 33 204 95 103 7 123 3
100% 1.2 10.9 0.8 5.1 31.3 14.6 15.8 1.1 18.9 0.5

調
査
数

全体

同居家族別

乳児・幼児 小学生 中学生 高校生 大学生 65 歳以上
の方

体の
不自由な方・
寝たきりの方

いずれも
いない 不明

652 人 110 119 60 68 31 241 29 193 1
100% 16.9 18.3 9.2 10.4 4.8 37.0 4.4 29.6 0.2

※自身あるいは同居している家族に当てはまる項目をすべて回答

※ふだん使用している機器やサービスをすべて回答
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