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結果と筆者の現地での取材などに基づき，今
後の防災・減災情報の課題について検討する。

─Ⅱ──災害の概要

1──気象状況
日本を通過した台風 3号の影響が続く中，梅

雨前線が西日本付近に南下し，2017年7月5日
未明から朝にかけて島根県西部で記録的な大
雨となった。このため，気象庁は島根県に大
雨特別警報を発表したが，昼前には解除した。

5日午後からは，福岡県北部で次 と々積乱雲
が発生し，発達しながら東へと移動して線状
降水帯が形成された。この影響で，福岡県と
大分県にまたがる筑後川流域では気象状況が
急変した（図1）。午前中は降雨がほとんどな

─Ⅰ──はじめに

2017年7月上旬の「平成29年7月九州北部
豪雨」（以下，「九州北部豪雨」と表記）は，線
状降水帯による猛烈な雨が福岡県と大分県
にかけての同じ地域で降り続いた 1）。1時間に
100ミリを超える猛烈な降雨で短時間のうちに
状況が急変。中山間地の中小河川が氾濫，流
域の集落が浸水や土砂災害に見舞われ，福岡
県，大分県の死者・行方不明者は42人にの
ぼった 2）。この災害では，避難のあり方や，水
位観測点のない中小河川の状況把握の必要性
など，さまざまな課題が浮かび上がった。本稿
では，NHK放送文化研究所（以下，文研）が
被害の大きかった福岡県朝倉市，東

とう

峰
ほう

村，大
分県日

ひ た

田市の住民を対象に行った世論調査の

2017年7月上旬の「平成 29 年7月九州北部豪雨」では，線状降水帯による猛烈な雨が福岡県と大分県にかけ
ての同じ地域で降り続いた。短時間のうちに中山間地の中小河川が氾濫，流域の集落が浸水や土砂災害に見舞
われ，福岡県，大分県での死者・行方不明者は42人にのぼった。NHK放送文化研究所は，被災した福岡県朝
倉市・東峰村，大分県日田市の20歳以上の男女 2,000人を対象に世論調査を実施した。本稿では，この調査結
果や現地取材に基づき，避難行動や情報伝達をめぐる課題を検討した。
■回答者のうち，自宅などから避難場所など安全な場所に「立ち退き避難」をしたのは朝倉市で20％，東峰村で

29％，日田市で21％だった。「立ち退き避難」の主要な動機は，避難勧告などの「情報」よりも，激しい雨や河
川の水位の上昇などの異常な現象だった。

■「立ち退き避難」をした人の半数程度は，自治体が指定した以外の避難場所に移動していた。立ち退き避難者
の多くが浸水した道路を通って移動しており，指定された避難場所にたどり着けなかったケースもあった。

■「土砂災害警戒情報」「記録的短時間大雨情報」などの防災気象情報や「避難勧告」「避難指示（緊急）」などの
避難情報を知ったのは「NHKテレビ」と「行政からのメール」が主要な手段であった。災害時の情報入手の手
段が「メール」などネットメディアにシフトする中で，「テレビ・ラジオ」の防災・減災情報はどうあるべきかが問
われる時期にきている。

平成29年7月九州北部豪雨　
防災・減災情報は避難に結びついたか？
～被災地住民の防災情報認知と避難行動調査から～

メディア研究部  入江さやか
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かったが，昼すぎから猛烈な雨が降り続き，福
岡県と大分県に「記録的短時間大雨情報」が
あわせて17回も発表された。気象庁は，5日
午後5時51分に福岡県の筑後・筑豊地方を中
心とする地域に大雨特別警報を発表。午後7
時55分には，大分県のほぼ全域に大雨特別

2──河川の状況
「九州北部豪雨」では，山間部を流れる中小

河川で，浸水被害や土砂災害が短時間かつ同
時多発的に発生した。

朝倉市を流れる筑後川支流の桂川では，3
か所で堤防が決壊。同じ朝倉市を流れる赤

あか

谷
たに

川や白
しら

木
き

谷
だに

川などでは，土砂が河道をせき止
めたために洪水が発生し，住宅が押し流され
るなど，広範囲で甚大な被害が発生した。日
田市の大

おお

肥
ひ

川では，大量の流木が川をせき止
め周辺が浸水した。

警報を発表した。
5日から6日にかけ

ての総降水量は，福
岡県朝倉市で586.0ミ
リ，大分県日田市で
402.5ミリに達し，平
年の7月1か月間の雨
量を超えて過去最多と
なった（図2）。

図 2　7月5 ～ 6日の総降水量の分布

（気象庁資料に加筆）
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図 1　7 月 5 日の各自治体の時間降水量
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（気象庁・東峰村資料による）

図 3　筑後川右岸の中小河川と被害状況
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3──土砂災害の状況
国土交通省の調べによると，九州地方では

土石流が163件，がけ崩れが141件，地すべり
が3件発生するなど，土砂災害の発生件数は
307件にのぼった。地域別では朝倉市で163
件，東峰村で62件，日田市で29 件だった。

雨が小康状態になった6日早朝には，日田市
小野地区で大規模な山腹崩壊が発生（写真1）。
長さ300メートル，幅200メートルにわたって小
野川沿いの斜面が崩壊し，土砂が川の対岸に
押し寄せて住宅7棟が倒壊，小野川の水がせ
き止められて上流の住宅10 棟が浸水した。

写真 1　日田市小野の山腹崩壊現場（筆者撮影）

各所で土砂崩れが発生したことで流木が多
量に発生，河道を塞いだり，住宅に押し寄せ
たりして被害を拡大した。国土交通省は，流
木の発生量を，約21万立方メートル（約17万ト
ン）と推定。過去最大級の流木災害となった 3）。

4──被害状況
「九州北部豪雨」による死者・行方不明者は

42人にのぼった。静岡大学の調査では，死者・
行方不明者の半数を超える22人が朝倉市を流
れる赤谷川流域で被災したとみられている（写

真2）4）。
内閣府のまとめによると，住宅被害は福岡県

と大分県で，全壊が323 棟，半壊が1,104 棟，

床上浸水が180 棟，床下浸水が1,470 棟だっ
た。今回の世論調査を実施した3自治体の被
害状況を，前ページ図3に示した。

また，JR久大線では橋梁が倒壊し，日
ひ

田
た

彦
ひこ

山
さん

線の線路が流失した。土砂災害により各
地で道路が通行止めになるなど，地域の交通
網や産業にも甚大な被害が出た。

5──過去の豪雨災害
筑後川流域は，たびたび水害や土砂災害に

見舞われてきた。1953年7月には九州北部に大
雨が降り，筑後川本流や支流の122か所以上
で破堤。死者147人，住宅全半壊1万2,801棟，
床上浸水4万9,201棟，54万人が被災した 5）。

2012年の「平成24年7月九州北部豪雨」（以
下，「平成24年豪雨」と表記）では，福岡県
八女市，大分県日田市・竹田市・中津市で記
録的な豪雨となった。特に日田市では花

か

月
げつ

川
が氾濫し，市の中心部などが浸水。死者1人，
住宅全半壊427棟，住宅浸水1,244 棟の被害
が出た 6）。

─Ⅲ──気象庁・自治体の対応と
────情報発信

1──気象庁の情報発信
気象庁は，「九州北部豪雨」の際に，さまざ

写真 2　朝倉市赤谷川沿いの被害状況（筆者撮影）
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まな防災気象情報を出している（詳しい発表時
刻等は6〜7ページの表1〜3を参照）。
「土砂災害警戒情報」は7月5日午後1時45

分に日田市に，同日午後 2時10 分に朝倉市と
東峰村にそれぞれ発表。また，数年に1回程
度しか起こらないような1時間に100ミリ前後
の猛烈な雨が観測された場合に発表される「記
録的短時間大雨情報」を，福岡県と大分県で
計17回発表した。こうした情報の発表のタイミ
ングにあわせて，気象台の担当者が各自治体
に電話をし，今後の雨の見通しや災害発生の
危険性などを伝えている。

気象庁は今回の豪雨前日の4日の午後1時
から，「洪水警報の危険度分布」と「大雨警報

（浸水害）の危険度分布」という2つの新たな
防災情報の提供を開始していた。これは今回
の豪雨にあわせた対応ではなく，当初から計
画されていたものであった。

このうち「洪水警報の危険度分布」（図4）は，
水位計のない中小河川で洪水が発生する危険
性を示すものである。河川の上流に降った雨の
量から川に流れ込む水の量を推定する「流域雨
量指数」に基づき，洪水が起きる危険性を河
川ごとに予測し，地図上に5 段階で色分けして

表示する。
データは10 分ごとに更新され，ほぼリアルタ

イムの状況が反映される。これらの情報は災
害リスクを地図上に「見える化」することで自
治体や住民に防災対応を促すのが目的で，今
回の豪雨でNHKなどテレビ各局がスタジオ解
説などで活用した。

2──自治体の情報発信と防災対応
今回調査や取材を実施した3つの自治体で

は，気象庁から発表される防災情報や，住民
からの被害の通報に基づいて，避難所の開設
や，避難勧告・避難指示などの対応をとった 7）。
7月5日昼ごろからの各自治体の対応を以下に
まとめた。

2-1　朝倉市
福岡県朝倉市は，今回の豪雨災害で最も大

きな被害を受けた地域である。朝倉市は当時，
住民への情報伝達手段として，市内116か所
の防災行政無線（屋外），防災行政無線の戸
別受信機（屋内），緊急速報メール（エリアメー
ル），コミュニティ放送（杷

は

木
き

地区），福岡県の
防災情報メール「まもるくん」8）を利用していた。

朝倉市では昼すぎまでまとまった降雨はなく，
午後1時台から急激に雨が降り始めた。その
後，午後1時半ごろからわずか30分の間に立
て続けに「記録的短時間大雨情報」が2回発表
された（表1）。さらに午後 2時10 分には「土砂
災害警戒情報」が出た。「赤谷川が越水した」
という情報が入り，市は午後 2時26分に災害
対策本部を設置，同時に市内全域に避難勧告
を発表した。

その後も猛烈な雨が続き，佐田川上流の「寺
内ダム」が緊急放流するという連絡を受けて，

図 4　洪水警報の危険度分布　7 月 5 日午後 7 時

日田市日田市

東峰村東峰村

（気象庁資料に加筆）

朝倉市朝倉市
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市は流域の5地区に「避難指示（緊急）」を発
表。さらに現場からの被害情報で，松

ま

末
すえ

地区，
志
し

波
わ

地区にも避難指示を出した。午後6時7分
には，小

こ

石
いし

原
わら

川上流の江川ダム緊急放流の情
報により，市の中心部の甘木・馬

ま

田
だ

地区にも避
難指示（緊急）を発表。さらに午後7時10 分
には他の市内全域に避難指示を拡大した。

2-2　東峰村
東峰村では住民への情報伝達手段として防

災行政無線（屋外）と，全戸に配布した防災
行政無線の戸別受信機（屋内），緊急速報メー
ル（エリアメール），福岡県の登録制の防災情
報メール「まもるくん」を利用していた。

午後1時すぎに大雨洪水警報が発表された
ため，村は午後1時半に防災行政無線で大雨
への「注意喚起」を放送した。東峰村ではこ

の放送が実質的な「避難準備情報」にあたると
している。

午後 2時10 分に土砂災害警戒情報が発表さ
れ，各所から「裏山が崩れそうだ」「近くの小川
が氾濫した」といった情報が相次いで入ってき
た。午後 2時半ごろには村役場の近くを流れ
る大肥川が増水して氾濫寸前となり，国道52
号線を通行止めにした。午後3時15分に，村
の全域に避難勧告を発表，午後3時30 分に
は災害対策本部を設置した（表2）。

午後3時47分ごろ，村内全域が停電。同時
に固定電話も使えなくなった。携帯電話もつな
がりにくい状態になり，出先の小石原庁舎とも
まったく連絡がとれなくなった。村は衛星電話
は保有していなかった。役場本庁舎には非常
用発電機を設置していたが，変圧器が不具合
で稼動せず，村には技術系の職員がいないた
め対応できなかったという。

東峰村では午後3時台に2回，午後6時台
に1回，記録的短時間大雨情報が出たが，村

7月5日
午後
1時14分 大雨警報（浸水害）・洪水警報　避難所開設の準備

1時28分 記録的短時間大雨情報（朝倉市付近 約110ミリ）
1時50分 記録的短時間大雨情報（朝倉市付近 120ミリ以上）
2時03分 大雨警報（土砂災害）・洪水警報
2時10分 土砂災害警戒情報
2時15分 避難準備・高齢者等避難開始（全域） 避難所開設
2時25分 赤谷川が越水したとの連絡入る
2時26分 災害対策本部設置　避難勧告（全域）
3時12分 記録的短時間大雨情報（朝倉市付近 120ミリ以上）
3時30分 避難指示（緊急）（三奈木・金川・福田・蜷城・立石）
3時40分 時間雨量129.5ミリを観測
4時20分 避難指示（緊急）（松末）
4時36分 記録的短時間大雨情報（朝倉市付近 120ミリ以上）
5時25分 避難指示（緊急）（志波）
5時30分 6時間の雨量365ミリ（平年7月1か月分超）
5時50分 記録的短時間大雨情報（朝倉市付近 120ミリ以上）
5時51分 大雨特別警報（土砂災害・浸水害）
6時07分 避難指示（緊急）（甘木・馬田）
7時07分 記録的短時間大雨情報（朝倉市付近 120ミリ以上）
7時10分 避難指示（緊急）（これまでの対象地区を除く全域）
8時18分 記録的短時間大雨情報（朝倉市付近 120ミリ以上）

表 1　朝倉市の対応

7月5日
午後
1時14分 大雨警報（浸水害）・洪水警報

１時30分 防災行政無線で注意喚起
2時03分 大雨警報（土砂災害）
2時10分 土砂災害警戒情報
2時17分 避難準備・高齢者等避難開始（全域）
2時27分 小石原地区のえびす川氾濫　国道211号線通行止め

2時35分 大肥川（宝珠山駅前）が氾濫寸前との情報
県道52号線通行止め

3時15分 避難勧告（全域）　
3時30分 災害対策本部設置　
3時39分 記録的短時間大雨情報（東峰村付近で約110ミリ）
3時47分 記録的短時間大雨情報（東峰村付近で120ミリ以上）

4時00分 防災行政無線で安全確保を呼びかけ
（4時50分，6時10分にも放送）

4時15分 大肥川氾濫で住民孤立　自衛隊の災害派遣を要請
5時51分 大雨特別警報（土砂災害・浸水害）
6時15分 記録的短時間大雨情報（東峰村付近で約110ミリ）

表 2　東峰村の対応
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では「避難指示（緊急）」は発表しなかった。
村によると「この状況で人を動かせば2次災害
を招くおそれがある」と判断したからだという。
その代わり，防災行政無線で繰り返し「安全
な場所で身を守ってください」と放送し，その
場での安全確保を呼びかけた。

2-3　日田市
「平成24年豪雨」で大きな被害を受けた大

分県日田市では，自治体からの情報発信手段
の多重化を進めてきた。防災行政無線（屋外）
と，防災行政無線の戸別受信機（屋内），事前
登録制の「ひた防災メール」，緊急速報メール

（エリアメール），大分県の「県民安全・安心
メール」9）のほか，ケーブルテレビ，ウェブサ
イト，Facebook，消防団の車両などさまざま
な手段で住民への情報伝達を行った。避難勧
告・避難指示などの避難情報に関しては，防
災行政無線で放送する際にサイレンを鳴らし，
他の情報と区別するようにしていたという。ま
た市内に設置したWebカメラで，河川のリアル
タイムの画像を市のウェブサイトなどから誰でも
閲覧できるようになっていた。

日田市でも午前中はほとんど降雨はなく，昼
すぎから雨が急激に強まった。午後1時45分
に土砂災害警戒情報が発表され，大鶴地区の
自治会長からも「雨の降り方が異常だ。避難
所を開けてほしい」との連絡が入った。雨量
データや雨雲のレーダー画像，市内に設置した
Webカメラの状況などを見て，午後 2時前，大
鶴・小野地区に「避難準備・高齢者等避難開 
始」情報を発表した（表3）。

午後3時15分に災害対策本部を設置。同時
に，大分県の土砂災害情報提供システムで土
砂災害危険度が高まっていることが確認された

市内5地区に避難勧告を出した。
午後3時半ごろ，市内の大肥川が決壊した

という情報が入り，各地から被害の情報が相
次ぐ。午後3時50 分には，市の中心部を流れ
る花月川とその支流の水位が上昇したため，7
地区に避難勧告を追加した。午後5時40 分に
は，土砂災害危険度やWebカメラの状況など
に基づき，東有田・西有田地区に避難勧告を，
さらに午後6時前にその他の市内全域に「避
難準備・高齢者等避難開始」を出した。ただ，
この時点で大鶴・小野地区は土砂崩れで停電
し，固定電話も携帯電話の基地局もダウンし，
住民の安否が確認できない状況になっていた。

午後6時45分に，避難勧告を避難指示（緊

7月5日
午前

11時04分　 大雨警報（土砂災害）

午後
1時31分　 大雨警報（浸水害）・洪水警報

1時45分　 土砂災害警戒情報
1時52分　 避難準備・高齢者等避難開始（大鶴・小野）

3時08分　 記録的短時間大雨情報（日田市中津江付近で約
110ミリ）

3時15分　
災害対策本部設置
避難勧告（鈴連町・殿町・鶴城町・鶴河内町・
上宮町）

3時30分ごろ 大肥川が決壊

3時50分　 避難勧告（大鶴・小野・三花・夜明・光岡・桂林・
咸宜）

5時40分　 避難勧告（東有田・西有田）

5時55分　 避難準備・高齢者等避難開始
（避難勧告地域を除く全域）

6時08分　 記録的短時間大雨情報（日田市付近で約110ミリ）

6時45分　 避難指示（緊急）（大鶴・小野・夜明・三花・光岡・
桂林・咸宜・東有田・西有田）

7時00分ごろ 市長が記者会見で避難を呼びかけ
7時55分　 大雨特別警報（土砂災害・浸水害）
9時10分　 避難勧告（赤岩湯・古湯・簗瀬・天ヶ瀬）
7月6日

午前
6時05分　

避難勧告（上津江町・中津江村・前津江町・
大山町・天瀬町）

9時05分　 小野地区の大規模山腹崩壊の情報入る
午後

2時10分　 大雨特別警報解除

表 3　日田市の対応
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急）に引き上げた。午後7時ごろには市内の
ケーブルテレビとHitaTube（YouTubeの日田
市公式動画チャンネル）で，市長の避難呼びか
けを生中継した。なお，日田市では住民への
情報発信のため，災害対策本部会議も公開し，
ケーブルテレビで中継していた。

また，光ケーブルを利用した「告知情報端末
（IP電話）」が各戸に設置されている地区では，
自治会長が市に先駆けて避難を呼びかけた例
があった 10）。告知情報端末には，地区の全世
帯に一斉に放送する機能がある。

大鶴地区 上
じょう

宮
ぐう

町では，市が避難指示を出
す5時間以上前から，自治会長が独自に告知
情報端末で住民に繰り返し避難を促した。自
治会長は「平成24年豪雨」の経験から，雨雲
レーダーなどを見て，早めの対応を心がけてい
たという。最後の放送では「この放送を最後に
私も避難します」と呼びかけ，自らもその場を
離れた。この放送を聞いて避難した住民もいた
という。上宮町では集落内の住宅の7割が全
半壊したが，人的被害はゼロだった。

─Ⅳ──報道機関（NHK）の情報発信

1──全国放送（テレビ）
NHKでは7月4日に中国・四国・近畿地方

に上陸した台風 3号の影響が残る中で，発災
前日の4日の定時ニュースや気象情報の枠で梅
雨前線による大雨への注意を喚起していた。5
日朝の『おはよう日本』でも，台風 3号と前線
の影響をトップで伝え，午前6時前に島根県
に大雨特別警報が出ると，特設ニュースや定
時ニュースの枠を拡大して放送した。

その後，九州北部で激しい雨が観測され，
全国放送では午後3時の定時ニュースから福

岡県の大雨の状況を伝え始めた。すでに猛烈
な雨が降っていた朝倉市や日田市からの中継
や，国土交通省の河川カメラによって現地の状
況を伝えたほか，記録的短時間大雨情報や土
砂災害警戒情報，避難勧告や避難指示の対
象地域を繰り返し放送した。

午後4時43分ごろからは，スタジオの大型
モニターに気象庁のウェブサイトに公開された

「危険度分布」の地図を映しながら，記者が最
新の状況や防災上の留意点などを生放送で解
説した。危険度分布を活用した「リアルタイム
解説」が放送されたのはこの日が初めてだった

（写真3）。

写真 3　洪水警報の危険度分布を使った
「リアルタイム解説」（NHK 総合テレビより）

午後5時51分に福岡県に大雨特別警報が発
表されると『ニュース シブ5時』内で速報。さ
らに，画面上に文字情報で降雨の状況や避難
情報などを表示する「L字放送」も開始した。
これ以降，『NHKニュース7』『ニュースウオッ
チ9』の枠を拡大するなど，深夜まで避難情報
や被害情報を詳しく伝えた。6日未明からは毎
正時，豪雨関連の特設ニュースを放送。6日の
朝から7日の夜にかけても，定時ニュースの拡
大，特設ニュースで被害状況や住民の救出の
状況などを放送した。
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2──地域放送
NHKの九州・沖縄地方の放送局を統括する

福岡局では，5日午後1時半ごろに朝倉市に
記録的短時間大雨情報が発表されたのを受け
て，テレビ・ラジオで県内向けの特設ニュース
を開始し，その後も断続的に大雨関連の放送
を行った。午後 2時前からはL字放送も始め
た。L字放送では，降雨の状況や記録的短時
間大雨情報，土砂災害警戒情報，避難勧告・
避難指示などを文字情報で繰り返し伝えた。

当時，取材・放送の指揮にあたった福岡局
のニュースデスクによると，「いつもと違う」と
いう危機感・切迫感を伝えるため，「昼夜間断
なく伝え続ける」ことを重視した。また，夕方
の地域情報番組に長年出演している気象予報
士による解説を5日午後から6日の朝にかけて
計16回放送した。地域で信頼されている専門
家の言葉を通じて，危機感や避難の必要性を
伝えるねらいがあったという。

その一方，被災地へのアクセスが難しいう
え，自治体などにも十分な情報が入っていな
かったため，被害状況の把握が非常に困難
だった。福岡局では，被災していると思われる
地域の民間施設などにきめ細かく電話を入れ，
被害情報の収集に努めた。

大分局でも午後 2時前からL字放送を開始，
午後 2時55分に最初の県域の特設ニュースを
放送した。大分局も福岡局と同様に，現地の
被害状況の把握が非常に困難であったという。
そうした中でも，日田市内を走行する自動車の
中から各所の雨や道路の状況をインターネット
回線で中継し，現地の状況を伝えた。その後
も全国放送や九州管内を結んだ特設ニュース
枠で，大分局のスタジオから避難情報や被害
状況に関する放送を継続した。

また，福岡局と大分局では，7日から被災地
向けの生活関連情報をきめ細かく伝える「ライ
フライン情報」を開始。総合テレビ，ラジオ第
1，L字放送，データ放送，ウェブサイトなど
多様なメディアで発信した。

3──ネットの活用
NHKでは，5日夕方からインターネットで総

合テレビの同時配信を実施した。全国放送が大
雨関連のニュースを放送していない時間帯には
福岡局のニュースを提供。NHKの地域放送を
ネットで同時配信したのはこれが初めてである。

NHKは2016年6月からスマートフォン向け
の防災情報アプリ「NHKニュース・防災」で情
報を提供している。今回も大雨関連ニュースの
同時配信のほか，各地に設置されているロボッ
トカメラ映像の同時配信も行った。

今回の豪雨災害では，道路の浸水や土砂災
害に阻まれて取材クルーが早期に現場に入れ
なかっただけでなく，自治体にも十分な情報が
入っておらず，被災地の実態把握が困難だっ
た。そうした中で，被災地の住民からネット経
由で寄せられた映像は，現地の深刻な状況を
伝えるうえで大きな力になった。例えば，今回
の豪雨で最も被害の大きかった朝倉市杷

は

木
き

寒
そう

水
ず

の高校生から寄せられた動画は，住宅の2

写真 4　濁流に覆われた朝倉市杷木寒水地区の状況
（視聴者撮影・7 月 5 日　『NHK ニュース 7』）
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階から撮影したもので，住宅地一帯が濁流に
覆われ，きわめて危険な状況になっていること
が一目でわかるものだった（写真4）。

─Ⅴ──被災地での世論調査から

1──調査の概要
文研では，住民の防災情報の認知と避難行

動との関係を検証するため，2018年5月から6
月にかけて，福岡県朝倉市，東峰村，大分県
日田市の3自治体で世論調査を実施した。こ
のうち，朝倉市，日田市は，「罹災証明発行地
域」かつ「住家全壊のある地域」を調査対象
に，東峰村は全域を対象とした。これらの地
域に居住している20歳以上の男女2,000人を
住民基本台帳から無作為抽出し，郵送法で調
査を行った。内訳は，朝倉市1,000人，東峰
村300人，日田市700人。対象となる人口に対
して朝倉市の数を多くしたのは，被害が甚大
で広範囲に及んだことを考慮したためである。
全体の有効回答数（率）は1,546人（77.3％）で
あった（表4）。

自治体名 対象地域の人口
（20歳以上） 調査対象者数 有効回答数

（率）

福岡県朝倉市 4万4,887人 1,000人 768人
（76.8％）

福岡県東峰村 1,859人 300人 240人
（80.0％）

大分県日田市 5万4,338人 700人 538人
（76.9％）

表 4　調査対象地域の人口と有効回答数（率）

今回の調査では，自宅の被害状況，避難行
動の実態，防災情報の認知と使用したメディア
など約50項目に関して調査した。以下，その
結果を詳しくみていく。

2──被害状況

2-1　自宅の被害状況
調査結果によると，回答者の9割前後が平

屋もしくは2階建ての戸建て住宅に居住してい
た。「九州北部豪雨」では，多くの住宅が浸水
したり，土砂や流木で損壊した。今回の調査
では，朝倉市で35％，東峰村で40％，日田
市では20％の人が住宅に何らかの被害を受け
ていた。回答者のうち「流失」または「全壊」
したと回答した人は，朝倉市が3％，東峰村
が3％，日田市が1％だった。

2-2　被害が出始めた時間帯
自宅が被害を受け始めた（浸水し始めたり，

土砂などが流れ込んだりし始めた）時間帯を聞
いた。いずれの自治体でも，最初の避難勧告
が発表される前から，住宅に何らかの被害が
出始めていたことがわかる（図5）。

朝倉市では7月5日午後1時台から被害が出
始め，午後4時台が最多となっていた。東峰
村では午後0時台から被害が出始め，午後3
時台が最多，日田市では午後1時台から被害
が出始め，午後6時台が比較的多い。

3──「危機感」は伝わったのか？
近年の災害では，状況が切迫しているにもか

かわらず，住民が「危機感」を覚えなかったり，
自治体やメディアが発信する情報から「危機感」
が伝わらなかったりしたことが，しばしば課題
として指摘される。「危機感」という漠然とした
心理的状況を数値化するのは難しいが，今回
の調査では「ただごとではない」「災害が起きる
かもしれない」という心情（以下，危機感と表
現）になったかどうか，それはなぜかを尋ねた。
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3-1　危機感の有無
調査では，朝倉市では77％，東峰村では

80％，日田市では84％の人が，当時「ただご
とではない」「災害が起きるかもしれない」と感
じたと回答している。

3-2　危機感を覚えた時間帯
3-1で「ただごとではない」「災害が起きるか

もしれない」と感じたと回答した人に，その時
間帯を尋ねた。いずれの自治体でも，雨が降
り始めた午後0時台から危機感を覚える人が
出始め，いずれの自治体でも午後3時台がピー
クとなっていた（図6）。

3-3　危機感を覚えた理由
危機感を覚えた理由を複数回答で尋ねた結

果を表5に示す（各自治体の上位10項目）。
いずれの自治体でも「雨の降り方が激しかっ

た」「周りの道路が川のようになっていた」「近
くの川の水位が上がってきた」など，実際に目
の前の異常な現象を見て，危機感を覚えた人
が多い。東峰村では「たくさんの流木を見た」
という人の割合が，他の2つの自治体に比べて
多かった。

図 5　自宅に被害が出始めた時間帯と積算雨量※
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図 6　危機感を覚えた時間帯※
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危機感を覚えるきっかけとなった情報には，
各自治体に共通して「記録的短時間大雨情
報」と回答した人が多かった。「テレビやラジ
オの放送を見聞きして」という人は，日田市で
37％，朝倉市で28％，東峰村で16％だった。

朝倉市
（Ｎ＝594）

東峰村
（Ｎ＝191）

日田市
（Ｎ＝453）

1 雨の降り方が激しか
った  （82％）

雨の降り方が激しか
った  （87％）

雨の降り方が激しか
った  （88％）

2 周りの道路が川のよう
になっていた （62％）

周りの道路が川のよう
になっていた （57％）

近くの川の水位が上
がってきた （55％）

3 近くの川の水位が上
がってきた （39％）

近くの川の水位が上
がってきた （49％）

周りの道路が川のよう
になっていた （38％）

4 近くの川が氾濫した
（あふれた） （32％）

近くの川が氾濫した
（あふれた） （35％）

テレビやラジオの放
送を見聞きして（37％）

5 テレビやラジオの放
送を見聞きして（28％）

雷が激しかった
 （28％）

「大雨特別警報」
 （36％）

6 雷が激しかった
 （27％）

たくさんの流木を見
た （24％）

「避難勧告」
 （35％）

7 「記録的短時間大雨
情報」 （21％）

「記録的短時間大雨
情報」 （22％）

「記録的短時間大雨
情報」 （33％）

8 「大雨特別警報」
 （19％）

「避難勧告」
 （18％）

「避難指示（緊急）」
 （29％）

9 「避難勧告」
 （19％）

「大雨特別警報」
 （18％）

近くの川が氾濫した
（あふれた） （27％）

10 「避難指示（緊急）」
 （15％）

テレビやラジオの放
送を見聞きして（16％）

「土砂災害警戒情報」
 （19％）

表 5　「危機感」を覚えた理由（複数回答）

3-4　考察
今回の豪雨の際には8割前後の回答者が危

機感を覚えていた。台風のようにリードタイム
（災害が起こるまでの先行時間）のある気象現
象とは異なり，今回の突然の豪雨は事前の予
測や注意喚起が困難なケースだった。それゆえ

「情報」だけで危機感を持った人は少なく，目
の前の激しい気象現象に直面して「ただごとで
はない」と感じたといえる。

裏を返せば，身近な雨や河川の状況をリア
ルタイムで視覚的に伝えることができれば，地
域住民の危機感の喚起につながるとも考えら
れる。

4──避難行動
今回の豪雨では，死者・行方不明者が42人

にのぼった。静岡大学の調査・分析では，自
宅など屋内で亡くなった人が多く，「避難しな
かった」「避難できなかった」人が被災したと
推定されている。本調査では，発災当時の避
難行動について，行動のタイミング・動機，避
難した場所などについて詳しく聞いた。

ここで，水害時における「避難」の定義につ
いて改めて整理しておきたい。水害時の「避難」
には「立ち退き避難（水平避難）」と「屋内安全
確保（垂直避難）」の2種類がある。「立ち退き
避難」は，市町村長の指定する避難場所などに
移動することを指す。「屋内安全確保」は，急
激な降雨や浸水に見舞われ，屋外に出て移動
すると危険な場合に，自宅の2階以上などその
場でできるだけ安全と思われる場所にとどまっ
て身を守る行動を意味する。いずれも災害対策
基本法では「避難」と位置づけられている。

4-1　立ち退き避難の有無
発災当日の避難行動について尋ねたところ，

「自宅から，ほかの場所に避難した」「市・村内
の職場や学校などから，ほかの場所に避難し
た」，つまり「立ち退き避難」をした人は，朝倉
市で20％，東峰村で29％，日田市で21％だっ
た（図7）。朝倉市，日田市では6割以上が「自
宅にとどまった」と回答している。なお，回答
者には，当日，居住している自治体にいなかっ
た人も含まれている。

注目すべきは東峰村で，当時村内にいたの
は162人だったが，その42％にあたる68人が
立ち退き避難をしていた。これは過去の水害
の事例と比較しても，かなりの割合である11）。
東峰村は福岡県内で最も高齢化率が高く，立
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ち退き避難をした人の年齢別の内訳をみると，
60 代が24人，70 代以上が15人で，半数を占
めていた。

図 7　立ち退き避難の有無
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4-2　立ち退き避難をした時間帯
「立ち退き避難」をした人に，避難行動を始

めた時間帯を聞いた。
朝倉市では，午後0時台からわずかながら

立ち退き避難を始めた人がいる。市内全域に
避難勧告が出たあとの午後3時台から行動を
起こす人が増え始め，午後5時台が最も多く，
午後7時台にかけて多くの人が立ち退き避難を
している（図8）。

東峰村では午後1時台から午後4時台にか
けて多くの人が立ち退き避難をしている。

村は午後3時15分に避難勧告を出している
が，グラフを見ると，朝倉市，日田市に比べて
避難行動の「立ち上がり」が2時間ほど早いよ
うに見受けられる。

日田市では，最初の避難勧告が出る以前の
午後1時台から避難する人が増え始め，午後
5時台がピークとなっている。午後6時45分に
避難指示が出たが，それ以降は徐々に減って
いる。

図 8　立ち退き避難をした時間帯※
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4-3　立ち退き避難の動機
「立ち退き避難」をした人に，「避難しよう」

と思ったきっかけを聞いた。いずれの自治体で
も「雨の降り方が激しかった」「近くの川の水位
が上がってきた」「近くの川が氾濫した」といっ
た異常な現象を見て行動を起こした人が多い

（表6）。
朝倉市や東峰村では「自分のいる場所が浸

水し始めた」「自分のいる場所に土砂が押し寄
せてきた」など，危険な状況になったためにそ
の場を離れた人も少なくない。

日田市では，「避難指示（緊急）」「避難勧告」
「大雨特別警報」「記録的短時間大雨情報」と
いった避難情報や防災情報をきっかけに行動
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を起こした人が目立つ。「過去にその場所で災
害が起きた」（22％）が多いのは，他の自治体
にない特徴で，「平成24年豪雨」の被災経験
が背景にあると考えられる。

どの自治体でも「避難勧告」「避難指示」「土
砂災害警戒情報」だけで避難行動を起こした
人はほとんどいない。

避難を始めた時間帯は，前述の2-2で示し
た「被害が出始めた時間帯」とほぼ一致してい
る。すでに周囲の状況が悪化していたり，住
宅に被害が出たりしている中で，防災情報や避
難情報は「避難行動の開始」を補完する要素と
なっていたのではないかと考えられる。

朝倉市
（Ｎ＝148）

東峰村
（Ｎ＝68）

日田市
（Ｎ＝113）

1 雨の降り方が激しか
った （44％）

雨の降り方が激しか
った （75％）

雨の降り方が激しか
った （58％）

2 近くの川が氾濫した
（あふれた） （33％）

近くの川の水位が上
がってきた （47％）

近くの川の水位が上
がってきた （58％）

3 近くの川の水位が上
がってきた （32％）

近くの川が氾濫した
（あふれた） （32％）

「避難指示（緊急）」
 （43％）

4 自分のいる場所が浸
水し始めた （30％）

近くの山が崩れた
 （22％）

「避難勧告」
 （38％）

5 家族や友人に促され
た （22％）

「避難勧告」
 （19％）

近くの川が氾濫した
（あふれた） （31％）

6 「避難指示（緊急）」
 （20％）

自分のいる場所が浸
水し始めた （18％）

「大雨特別警報」
 （27％）

7 「避難勧告」
 （16％）

家族や友人に促され
た （18％）

「記録的短時間大雨
情報」 （23％）

8 その他
 （16％）

その他
 （16％）

過去にその場所で災
害※が起きた （22％）

9
「記録的短時間大雨
情報」
 （14％）

自分のいる場所に土
砂が押し寄せてきた
 （13％）

家族や友人に促され
た
 （21％）

10
自分のいる場所に土
砂が押し寄せてきた
 （14％）

「記録的短時間大雨
情報」
 （12％）

自治会の役員が避難
を呼びかけていた
 （19%）

※浸水や土砂災害を指す

表 6　「立ち退き避難」をしたきっかけ（複数回答）

4-4　立ち退き避難時の状況・移動手段
立ち退き避難をするときの道路の状況につい

て聞いたところ，いずれの自治体でも半数以

上の人が「道路が川のようになっていた」と回
答した（図9）。朝倉市では「ひざ上（50センチ
以上）」まで浸水しているところを通って避難し
た人が18％いた。浸水していない安全な状況
で避難した人は，3自治体とも2割前後だった。
立ち退き避難の移動手段は，いずれの自治体
も「自動車」が7割前後を占めた。

図 9　「立ち退き避難」をした際の道路の状況
（複数回答）

0 10 20 30 40 50 60

日田市（N＝113）

東峰村（N＝68）

朝倉市（N＝148）

無回答

浸水はしていなかった

その他

道路を土砂が流れていた

道路が川のようになっていた

足首（１０センチ程度）まで浸水しているところを通った

ひざ下（５０センチ未満）まで浸水しているところを通った

ひざ上（５０センチ以上）まで浸水しているところを通った

無回答

浸水はしていなかった

その他

道路を土砂が流れていた

道路が川のようになっていた

足首（10センチ程度）まで
浸水しているところを通った

ひざ下（50センチ未満）まで
浸水しているところを通った

ひざ上（50センチ以上）まで
浸水しているところを通った

日田市
（N＝113）

東峰村
（N＝68）

朝倉市
（N＝148）

0 10 20 30 40 50 60（％）

4-5　どこに立ち退き避難をしたか
調査では，立ち退き避難する直前にいた場所

（どこから）と，避難した場所（どこへ）を聞いた。
避難する直前にいた場所については，7〜8

割の人が，「自宅」もしくは「市・村内の職場や
学校」と回答した。

避難した場所については「市・村の指定した
避難場所」と，「市・村の指定した避難場所以
外」のほぼ半々に分かれた（図10）。

サンプル数は少ないが，「市・村の指定した
避難場所以外」に避難したと回答した人（148
人）に，どのような場所に避難したかを聞いた
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ところ，いずれの自治体でも「家族・親戚・知
人の家」が最も多く，指定外の「公民館や集
会所」「神社や寺」といった回答があった。
「市・村の指定した避難場所以外」に避難し

た理由は，東峰村では「道路の冠水や土砂崩
れで，市・村の指定した避難場所まで行けな
かった」が最も多い。

朝倉市では，「家族や親戚の家なので過ご
しやすい」が多い。「道路の冠水や土砂崩れで，
市・村の指定した避難場所まで行けなかった」

「指定した避難場所より安全だと思った」とい
う人も3分の1程度いた。

日田市は，「家族や親戚の家なので過ごしや
すい」が半数以上を占め，次いで「指定した避
難場所より安全だと思った」が多く，「指定し
た避難場所まで行けなかった」は少数だった。

4-6　なぜ立ち退き避難をしなかったか？
4-1で，「立ち退き避難」をしなかったと回答

した人に，どこにとどまっていたかを聞いたと
ころ，朝倉市で92％，東峰村で81％，日田市
で94％が「自宅」と回答した。

立ち退き避難をしなかった理由を尋ねたとこ
ろ，大きく2つに分かれた。「その場所は浸水
しないと思った」「その場所は土砂災害の危険

はないと思った」といった「安心感」からとど
まったケースと，「雨が激しく降っていた」「周囲
が浸水していた」ため移動するのが危険だと判
断したケースである（表7）。なお，「子どもや高
齢者・病気の人，障害のある人がいて，移動
することができなかった」と回答した人が，朝
倉市で6％，東峰村で9％，日田市で5％いた
ことにも留意しておきたい。

朝倉市
（Ｎ＝513）

東峰村
（Ｎ＝94）

日田市
（Ｎ＝387 ）

1
その場所は浸水しな
いと思った
 （45％）

雨が激しく降ってい
たので移動は危険だ
と思った （44％）

その場所は浸水しな
いと思った 
 （56％）

2
その場所は土砂災害
の危険はないと思っ
た （36％）

その場所は浸水しな
いと思った
 （39％）

その場所は土砂災害
の危険はないと思っ
た （42％）

3
それほど大きな災害
になると思っていな
かった （31％）

その場所は土砂災害
の危険はないと思っ
た （28％）

雨が激しく降ってい
たので移動は危険だ
と思った （29％）

4
雨が激しく降ってい
たので移動は危険だ
と思った （30％）

周囲が浸水していた
ので移動は危険だと
思った （27％）

一戸建てだが2階に
避難すれば安全だと
思った （20％）

5
周囲が浸水していた
ので移動は危険だと
思った （24％）

それほど大きな災害
になると思っていな
かった （25％）

それほど大きな災害
になると思っていな
かった （18％）

表 7　「立ち退き避難」をしなかった理由（複数回答）

4-7　とどまった場所はどうなったか？
立ち退き避難をしなかった人に，とどまった

場所がその後どうなったかを聞いた。
土砂災害などでライフラインが寸断された東

峰村では，「停電した」（83％），「携帯電話が
通じなくなった」（79％），「テレビが見られなく
なった」（72％），「固定電話が通じなくなった」

（71％）など，情報面で孤立した状況になった
（図11）。朝倉市でも「停電した」（32％），「水
道が止まった」（26％），「トイレが使えなくなっ
た」（22％）など，ライフラインに支障が出た。
日田市では，69％が「被害はなかった」と回答
した。

図 10　最後に避難した場所

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

無回答

市・村外

市・村の指定した避難場所以外（近くの公民館や個人の住宅など）

市・村の指定した避難場所

日田市（N＝113）

東峰村（N＝68）

朝倉市（N＝148）

日田市
（N＝113）

東峰村
（N＝68）

朝倉市
（N＝148）

42％ 42 12 5

50 40 7 3

42 52 4 2

無回答市・
村外

市・村の指定
した避難場所
以外（近くの
公民館や個人
の住宅など）

市・村の指定
した避難場所
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図 11　とどまった場所はどうなったか？（複数回答）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

日田市（N＝387）

東峰村（N＝94）

朝倉市（N＝513）

無回答
被害はなかった

その他
ラジオが聞けなくなった

テレビが見られなくなった
固定電話が通じなくなった
携帯電話が通じなくなった
トイレが使えなくなった

ガスが止まった
水道が止まった

停電した
床下まで浸水した
床上まで浸水した

土砂や流木が押し寄せて危険な状況になった

日田市（N＝387）
東峰村（N＝94）
朝倉市（N＝513）

90（％）0 10 20 30 40 50 60 70 80

無回答

被害はなかった

その他

ラジオが聞けなくなった

テレビが見られなくなった

固定電話が通じなくなった

携帯電話が通じなくなった

トイレが使えなくなった

ガスが止まった

水道が止まった

停電した

床下まで浸水した

床上まで浸水した

土砂や流木が押し寄せて
危険な状況になった

4-8　考察
「九州北部豪雨」では「立ち退き避難」をし

た人の割合が，過去の豪雨災害と比較して多
かったとはいえない。ただ，東峰村では，当
時村内にいた住民の42％が立ち退き避難をし
ていた点が注目される。東峰村は立ち退き避
難を始めた時間帯も他の自治体よりやや早い。

東峰村によると，2012年に「平成24年豪雨」
を経験し，2015年から毎年村ぐるみの防災訓
練を実施してきた。「自助（自分）」「共助（地域）」

「公助（村）」の役割を明確に分け，「いかに高
齢者をスムーズに避難させるか」に注力してき
たという。2017年の訓練は，今回の豪雨の10
日前に実施したばかりだった。この訓練には住
民の半数にあたる1,050人が参加。役場から
の自主避難の呼びかけを受けて，実際に地域
の避難所に避難した。高齢者からの要請を受
けてサポーターが避難を手助けしたほか，避

難経路の確認も行った。澁
しぶ

谷
や

博明村長は「住
民はしっかり自分たちで避難してくれた。まさに

『集落の力』だった」と述べている。こうした取
り組みが避難行動の背景にあると考えられる。

もう1つの注目すべき点は,「立ち退き避難」
をした人の半数が「指定避難場所」以外に身
を寄せていたことである。今回のような切迫し
た状況では，無理に指定避難場所に向かうの
ではなく，身近で安全と考えられる場所に一時
的に身を寄せる行動は重要である。実際，朝
倉市では今回の災害以前から地域ごとに「自主
防災マップ」を作成し，山間地など指定避難場
所まで距離のある地域には「地元自主避難所」
を設けていた。被害の大きかった赤谷川流域
などでは，この「地元自主避難所」に避難して
安全を確保した例もある。

その一方，「立ち退き避難」をした人のうち，
浸水していない経路を通って避難した人は2割
前後で，多くが浸水したり土砂が流れる中を
移動していたことも見逃してはならない。
「立ち退き避難」をしなかった人も，その場

で何らかの被害や影響を受けている。その場
所が安全だと判断してとどまったとしても，孤
立したり，停電や通信手段の途絶によって情報
を得られなくなったり，安否を外部に伝えられ
なくなったりするおそれがある。こうした事態
を想定した行動や備えも不可欠である。

5──防災情報の認知
Ⅲでみたように，「九州北部豪雨」の際には，

気象庁や自治体からさまざまな防災情報が発
信され，さまざまなメディアがそれを伝えた。
この項では，それらの情報は住民に届いてい
たか，住民に情報の意味や危機感は伝わって
いたかどうかを情報ごとにみていく。
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5-1　記録的短時間大雨情報
「記録的短時間大雨情報」は，数年に1度程

度しか発生しないような短時間の大雨を観測し
た場合に気象庁が発表する。現在降っている
雨が，土砂災害や浸水害，中小河川の洪水の
発生につながるような雨量であることを知らせ
る情報である。内閣府の避難ガイドラインでも，
避難勧告・避難指示を出す基準とされている。
向井・牛山（2018）によると，記録的短時間大
雨情報が出た市町村の61.6%で浸水害または
土砂災害が起きており，防災対応をとるうえで
重要な指標である12）。調査対象とした3自治体
では，表1〜3の通り，記録的短時間大雨情
報が短時間のうちに複数回発表されており，事
態が切迫していることがわかる。

なおNHKでは，記録的短時間大雨情報
が発表されると，放送局ごとに，テレビは速
報スーパー（総合テレビ・Eテレ）で，ラジオ（第
1・FM）は「上乗せ（放送中の番組に割り込
む）」で伝えることにしている。

5-1-1　記録的短時間大雨情報の認知

当時，記録的短時間大雨情報が発表された
ことを知っていたかどうかを聞いたところ，朝
倉市で56％，東峰村で44％，日田市で74％の
人が「知っていた」と回答した（図12）。
「知っていた」と回答した人のうち，「避難し

なければならないと思った」人は朝倉市で7％，
東峰村で19％，日田市では9％だった。これに

「災害が起きるかもしれないと思った」をあわせ
ると，朝倉市で61％，東峰村で67％，日田市
で81％にのぼり，相当数の人が記録的短時間
大雨情報の意味を理解していたとみられる。

図 12　記録的短時間大雨情報の認知

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

無回答

知らなかった

知っていた

日田市（N＝538）

東峰村（N＝240）

朝倉市（N＝768）

日田市
（N＝538）

東峰村
（N＝240）

朝倉市
（N＝768）

56％ 43 2

44 55

1

74 24 3

無回答知らなかった知っていた

5-1-2　記録的短時間大雨情報の認知手段

記録的短時間大雨情報が発表されたことを
知った手段（メディア）を聞いたところ，朝倉
市では「NHKテレビ」（37％）が最も多く，次
いで「行政からのメール」（23％）だった。東峰
村でも「NHKテレビ」（27％），次いで「行政か
らのメール」（21％）であった。また，日田市で
は「行政からのメール」（46％）が「NHKテレビ」

（36％）より多くなっている（表8）。
なお，今回の調査結果の分析や取材などで

わかったことだが，回答者はスマートフォンや
携帯電話で受け取った情報が「緊急速報メー
ル（エリアメール）」か，「県の防災メール」か，

「市町村の防災メール」かを，必ずしも判別で
きていないケースがある。したがって本稿で
は，これらのメールは「行政からのメール」とし
て一括して扱うこととする。

朝倉市
（N=427）

東峰村
（N=106）

日田市
（N=396）

NHKテレビ
 （37%）

NHKテレビ
 （27%）

行政からのメール
 （46%）

行政からのメール
 （23%）

行政からのメール
 （21%）

NHKテレビ
 （36%）

民放テレビ
 （18%）

防災行政無線
（屋外） （17%）

民放テレビ
 （12%）

家族や知人から
聞いた （11%）

防災行政無線
（屋内） （13%）

家族や知人から
聞いた （7%）

NHKラジオ（AM）
 （6%）

家族や知人から
聞いた （10%）

Yahoo! 防災速報
 （6%）

表 8　記録的短時間大雨情報を知った手段（複数回答）
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5-2　土砂災害警戒情報
「土砂災害警戒情報」は大雨警報（土砂災

害）が発表されている中で，土砂災害発生の
危険度がさらに高まった場合に，気象庁と都
道府県が共同で発表するもので，避難勧告や
住民の自主避難の判断の目安となる。

今回調査対象とした3自治体では，表1〜3
でわかる通り，午後1時台から2時台にかけて
相次いで発表されている。

NHKでも，土砂災害警戒情報が発表され
た場合には，前述の記録的短時間大雨情報と
同様に速報することにしている。

5-2-1　土砂災害警戒情報の認知

当時，土砂災害警戒情報が発表されたこと
を知っていたかどうかについては，朝倉市で
35％，東峰村で29％，日田市で55％の人が

「知っていた」と回答した（図13）。
「知っていた」と回答した人のうち，「避難し

なければならないと思った」人は朝倉市で6％，
日田市で8％だった。また，東峰村では20％
にのぼった。これに「災害が起きるかもしれ
ないと思った」をあわせた割合は，朝倉市で
69％，東峰村で84％，日田市で81％となって
おり，相当数の人が土砂災害警戒情報の意味
を理解していたとみられる。

図 13　土砂災害警戒情報の認知

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

無回答

知らなかった

知っていた

日田市（N＝538）

東峰村（N＝240）

朝倉市（N＝768）

日田市
（N＝538）

東峰村
（N＝240）

朝倉市
（N＝768）

35％ 63 2

29 70 2

55 42 3

無回答知らなかった知っていた

5-2-2　土砂災害警戒情報の認知手段

土砂災害警戒情報が発表されたことを知った
手段（メディア）は，朝倉市では「NHKテレビ」

「行政からのメール」「民放テレビ」が多かった。
東峰村は「行政からのメール」「NHKテレビ」

「防災行政無線（屋外に設置された拡声器）」
がほぼ同じで，次いで「防災行政無線（屋内の
戸別受信機）」が多い。一般に豪雨の際には
屋外にある防災行政無線は聞き取りにくいとさ
れているが，設置環境や雨の状況によっては聞
き取れた可能性がある。

日田市では「行政からのメール」「NHKテレ
ビ」「民放テレビ」が主な情報源になっていた

（表9）。

朝倉市
（N=265）

東峰村
（N=69）

日田市
（N=295）

NHKテレビ
 （36%）

行政からのメール
 （26%）

行政からのメール
 （49%）

行政からのメール
 （24%）

NHKテレビ
 （25%）

NHKテレビ
 （35%）

民放テレビ
 （22%）

防災行政無線
（屋外） （25%）

民放テレビ
 （15%）

家族や知人から
聞いた （5%）

防災行政無線
（屋内） （13%）

Yahoo! 防災速報
 （6%）

NHKラジオ（AM）
 （5%）

民放テレビ
 （9%）

家族や知人から
聞いた （4%）

Yahoo! 防災速報
 （5%）

家族や知人から
聞いた （9%）

表 9　土砂災害警戒情報を知った手段（複数回答）

5-3　大雨特別警報
気象庁は，「九州北部豪雨」で福岡県と大分

県に「大雨特別警報」を発表した。大雨特別
警報は，大雨警報の基準をはるかに超える大
雨が降り，重大な災害が起こる危険性が非常
に高い場合に発表される。すでに重大な災害
が起こっていることもある。

近年の豪雨災害のあとで，「特別警報の発表
が遅かったので，避難行動ができなかった」と
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批判されることが少なくない。しかし，特別警
報はいわば「最後通告」で，発表された時点で
はすでに深刻な災害が起きている可能性があ
る。つまり，特別警報を待って避難行動を起こ
すのは誤った防災対応であることを認識してお
く必要がある。

特別警報は命に関わる重大な情報であるた
め，NHKでは，全国放送のテレビ全5波（総 
合・Eテレ・BS1・BSプレミアム・SHV試験放 
送），ラジオ全3波（ラジオ第1・第2・FM）で 
速報し，緊急ニュースに切り替えることにして
いる。

5-3-1　大雨特別警報の認知

当時，大雨特別警報が発表されたことを知っ
ていたかどうかについては，朝倉市で56％，
東峰村で43％，日田市で79％の人が「知って
いた」と回答した（図14）。
「知っていた」と回答した人のうち，「避難

しなければならないと思った」人は朝倉市で
11％，東峰村で11％，日田市で8％だった。「避
難しなければならないと思った」「災害が起きる
かもしれないと思った」をあわせた割合は，朝
倉市で70％，東峰村で74％，日田市で79％
だった。

図 14　大雨特別警報の認知

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

無回答

知らなかった

知っていた

日田市（N＝538）

東峰村（N＝240）

朝倉市（N＝768）

日田市
（N＝538）

東峰村
（N＝240）

朝倉市
（N＝768）

56％ 42 3

43 54 3

79 18 3

無回答知らなかった知っていた

5-3-2　大雨特別警報の認知手段

大雨特別警報が発表されたことを知った手段
（メディア）を聞いたところ，朝倉市では「NHK
テレビ」が40％で最も多く，次いで「行政から
のメール」（25％），「民放テレビ」（19％）の順に
なっている。

東峰村では「行政からのメール」（25％），
「NHKテレビ」（22％）で，前述の土砂災害警
戒情報と同様に「防災行政無線（屋外）」と「防
災行政無線（屋内）」という回答も多かった。
特別警報が発表された午後5時台には，雨は
小康状態になっており，状況によっては防災行
政無線が聞き取れた可能性もある。

日田市は「行政からのメール」（41％）が最も
多く，次いで「NHKテレビ」（38％），「民放テ
レビ」（15％）となっている（表10）。

朝倉市
（N=430）

東峰村
（N=102）

日田市
（N=427）

NHKテレビ
 （40%）

行政からのメール
 （25%）

行政からのメール
 （41%）

行政からのメール
 （25%）

NHKテレビ
 （22%）

NHKテレビ
 （38%）

民放テレビ
 （19%）

防災行政無線
（屋外） （15%）

民放テレビ
 （15%）

家族や知人から
聞いた （8%）

家族や知人から
聞いた （15%）

Yahoo! 防災速報
 （4%）

NHKラジオ（AM）
 （5%）

民放テレビ
 （10%）

NHKラジオ（AM）
 （4%）

防災行政無線
（屋内） （10%）

表 10　大雨特別警報を知った手段（複数回答）

5-4　考察
「記録的短時間大雨情報」「土砂災害警戒

情報」「大雨特別警報」の3つの防災気象情
報は，いずれも日田市で認知率が高く，東峰
村が低いという結果であった。この背景には，
東峰村で停電が起きていたことや，日田市の
調査対象地域に市街地が多く，比較的若い世
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代が多いことが考えられる。
いずれの自治体でも，これらの情報を知っ

た人の6割以上が「避難しなければならない」
「災害が起きるかもしれない」という一定の危機
感を持って受け止めていたことに注目したい。

特に今回のように急激に気象状況が悪化し
た場合には，自治体の避難勧告や避難指示が
迅速に出されるとは限らない。避難勧告や避
難指示を待たず，「記録的短時間大雨情報」や

「土砂災害警戒情報」が出た時点で，適切な防
災行動を起こすことが望ましいといえよう。

6──避難情報
「九州北部豪雨」で，3つの自治体は「避難

勧告」や「避難指示（緊急）」を発表し，住民
に避難を促した。これらの情報はいつごろ，
どの程度，住民に届いていたのか。

6-1　朝倉市
■ 避難勧告

朝倉市は5日の午後 2時26分に全域に「避
難勧告」を発表した。避難勧告を知った時刻
は午後 2時台が6％，午後3時台が9％，午後
4時台が9％で，発表から3時間以内に知った
人は24％だった（図15）。「避難勧告が出たこ
とを知らなかった」という人は26％だった。

避難勧告を知っていた人に知った手段（メ
ディア）を尋ねたところ，「行政からのメール」
が26％で，「NHKテレビ」が23％，次いで「民
放テレビ」が14％だった。

被害が大きかった杷木地区（松末・杷木・久
く

喜
ぐ

宮
みや

・志波）の回答者（251人）については，午
後2時台に知った人は4％，午後3時台は6％，

「知った時間を覚えていない」が29％で，「出た
ことを知らなかった」という人が29％だった。

図 15　朝倉市 避難勧告を知った時間帯
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無回答

出たことを知らなかった

時間は覚えていない

午後 5時以降

午後 4時台

午後 3時台

午後 2時台

朝倉市（N＝768）

朝倉市
（N＝768）

6％ 9 9 17 28 26 6

無回答出たことを
知らなかった

知った時間を
覚えていない

午後5時
以降

午後4時台午後3時台午後2時台

午後2時26分

■ 避難指示

朝倉市は5日の午後3時半から夜にかけて，
市内の各地区に「避難指示（緊急）」を発表し
たが，25%の人が「出たことを知らなかった」
と回答した（図16）。避難指示を午後3時台に
知った人は6％，午後4時台は5％，「知った時
間を覚えていない」が33％だった。被害の大き
かった杷木地区では午後4時台が4％，午後
5時台が10％で，「知った時間を覚えていない」
が33％で，「出たことを知らなかった」が28％
だった。

図 16　朝倉市 避難指示を知った時間帯
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出たことを知らなかった

時間は覚えていない

午後 9時以降

午後 8時台

午後 7時台

午後 6時台

午後 5時台

午後 4時台

午後 3時台

朝倉市（N＝768）

朝倉市
（N＝768）
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午後3時30分
（三奈木ほか）

午後4時20分
（松末）

午後5時25分
（志波）

午後6時7分
（甘木・馬田）

午後7時10分
（その他全域）

無回答出たことを
知らなかった

知った時間を
覚えていない

午後9時以降午後8時台午後7時台

午後6時台午後5時台午後4時台午後3時台

朝倉市で，避難指示を知っていた人に知っ
た手段を尋ねたところ，「行政からのメール」が
28％で最も多く，次いで「NHKテレビ」（24％），

「民放テレビ」（13％）となっている。なお，杷
木地区に整備されていた「コミュニティ放送」
で知ったという人は4％だった。
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6-2　東峰村
■ 避難勧告

東峰村はⅢの2で述べたように，午後3時
15分に避難勧告のみ発表し，避難指示は出さ
なかった。避難勧告を知った時間帯は発表直
後の午後3時台が24％で最も多く，次いで午
後4時台が8％だった。「出たことを知らなかっ
た」は31％だった（図17）。

図 17　東峰村 避難勧告を知った時間帯
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避難勧告を知った手段は「防災行政無線（屋
外）」が最も多く25％で，「防災行政無線（屋
内）」が19％，「家族や知人から聞いた」が
17％，「NHKテレビ」は10％だった。

6-3　日田市
■ 避難勧告

日田市では7月5日の午後から6日の朝に
かけて市内各地区に「避難勧告」を発表した
が，「出たことを知らなかった」は7%だった（図

18）。午後3時15分に避難勧告を出した地区
（回答者121人）では午後3時台に知った人が
26％，午後4時台に知った人が17％で，「知っ
た時間を覚えていない」は24％，「出たことを
知らなかった」は9％だった。午後3時50 分
に避難勧告が出た地区（回答者368人）では，
午後3時台が14％，午後4時台が10％，「知っ
た時間を覚えていない」が44％，「出たことを
知らなかった」が6％だった。

日田市では，避難勧告を知っていた人に知っ
た手段を尋ねたところ，「行政からのメール」が
41％，次いで「NHKテレビ」が29％だった。

図 18　日田市 避難勧告を知った時間帯
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日田市
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午後3時15分
（鈴連町ほか）
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（東有田・西有田）
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■ 避難指示

日田市は5日の午後6時45分に「避難指示
（緊急）」を出した。避難指示を知った時刻は，
午後6時台が23％，午後7時台が11％，「知っ
た時間を覚えていない」が45％，「出たことを
知らなかった」が11％だった（図19）。

避難指示を知った手段は「行政からのメー
ル」が38％，「NHKテレビ」が31％だった。

図 19　日田市 避難指示を知った時間帯
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1
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午後8時台午後7時台午後6時台

午後6時45分
（避難勧告対象地域を避難指示に変更）

6-4　考察
今回の豪雨では，避難勧告・避難指示を発

表から1〜2時間以内に知ったという人は1〜3
割程度にとどまっている。ただ，混乱した状況
の中で「知った時間を覚えていない」という人が



22 NOVEMBER 2018

多数いる点にも留意してデータを見なければな
らない。

東峰村は「防災行政無線」が主要な情報源
になっており，朝倉市と日田市では「行政から
のメール」がテレビよりも多い。停電や移動中
のため，テレビに接触しにくい環境にあったこ
とも一因と考えられる。

7──洪水警報の危険度分布
Ⅲの1で述べた通り，気象庁は「九州北部豪

雨」前日の7月4日に，新たな防災情報である
「洪水警報の危険度分布」（5ページ・図4）の
提供を開始していた。水位計のない中小河川
における洪水の危険性を知らせる「洪水警報
の危険度分布」は，まさに今回の豪雨災害の
状況に合致する防災情報であった。

7-1　洪水警報の危険度分布の認知
調査では，豪雨災害当時，どれだけの人が「洪

水警報の危険度分布」に接していたかを聞いた。
「パソコンやスマートフォン」を使ってこの情

報に能動的にアクセスしていた人は，朝倉市で
5％，東峰村で3％，日田市で8％いた。「テレ
ビで見た」という人は，朝倉市で18％，東峰村 
で6％，日田市では26％いた。NHKや民放が
テレビのスタジオ解説などに活用したことで，認 
知度の向上に一定の効果があったと考えられる。

7-2　洪水警報の危険度分布の有効性
「洪水警報の危険度分布」は，身を守るのに

役立つかどうかを聞いたところ，「役立つ」「少
しは役立つ」と回答した人は，朝倉市で74％，
東峰村で71％，日田市で77％おり，今回の豪
雨災害を経験した住民の多くが，この情報が
有効だと考えていた（図20）。

図 20　洪水警報の危険度分布の有効性
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8──発災前の災害リスクの認識
豪雨災害時に適切な防災行動をとるために

は，平常時から自分の住む地域の災害リスク
を認識しておくことが不可欠である。被災地の
住民が，事前にどの程度自宅の災害リスクを認
識していたかを聞いた。

8-1　自宅の災害リスクの認知
今回の豪雨災害以前から，自宅のある場

所は浸水や土砂災害のおそれがあると思って
いたか，という問いに対して「あると思ってい
た」と答えた人は，朝倉市で27％，東峰村で
37％，日田市で40％だった。
「あると思っていた」理由を複数回答で聞い

たところ，いずれの自治体でも7 割以上が「川
や山に近い」と地理的な要因を挙げた。日田
市では46％が「過去に浸水や土砂災害が起き
たことがある」と回答した。「防災マップ・ハ
ザードマップなどで『危険性がある』とされて
いた」と回答した人は，東峰村で34％と多く，
朝倉市で18％，日田市では14％だった。

一方，水害や土砂災害のおそれが「ないと
思っていた」という人にその理由を聞いたとこ
ろ，いずれの自治体でも「過去に浸水や土砂
災害が起きたことがない」と回答した人が最も
多く，朝倉市で47％，東峰村で68％，日田市
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で51％だった。

8-2　ハザードマップの認知
今回の豪雨災害以前から，どの自治体も洪

水や土砂災害の危険度を示す地図「ハザード
マップ」を作成し，住民に配布したり，ウェブ
サイトで公開したりしていた。住民にこれらの
地図を見ていたかどうかを聞いた。朝倉市で
は「見たことがある」が27％，「見たことがな
い」が52％，日田市では「見たことがある」が
35％，「見たことがない」が44％で，認知して
いる人のほうが少なかった。東峰村だけは「見
たことがある」が45％で，「見たことがない」

（34％）をやや上回った。

9──避難を促す放送コンテンツ
テレビでどのような内容の放送をすれば，早

めに避難できるかを複数回答で聞いた。
どの自治体でも4割以上の人が「今後の雨の

見通し」「近くの川の様子がわかる映像」「土砂
災害が起きるおそれのある地区の名称」「避難
勧告・避難指示（緊急）が出ている地区の名称」
と回答した（図21）。自由記述では，「浸水や
渋滞で移動が困難だったので通行可能な道路
情報が知りたかった」「車の運転中や停電時に
はラジオだけが情報源になる。ラジオで避難
情報の対象地区名などをきめ細かく繰り返し
伝えてほしい」という要望が多数あった。また，

「視聴者が投稿した映像がテレビで流れ，地
元の学校区内の状況がわかった。現場の映像
を見られたことで，学校としても早期に動くこ
とができた」など，テレビの映像が実際に防災
対応につながったという記述もあった。

10──「平成24年7月九州北部豪雨」の─
─────教訓は生きたか？

今回の調査の対象地域では，2012年7月に
も豪雨災害が起きている。各自治体では，そ
の経験や教訓に基づき，さまざまな防災対策
を講じてきた。

10-1　「平成 24 年豪雨」の経験
3自治体のいずれでも8割程度の人が「平

図 21　どんなテレビ放送が避難を促すか（複数回答）
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図 22　「平成24年豪雨」を経験したか
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成24年豪雨」で被災したり，被害を見聞きし
たりしていた（図22）。特に被害の大きかった
日田市では「自宅が被害を受けた」という人
が12％，「同じ地区で被害が出た」という人が
34％だった。ただ，いずれの自治体でも今回
の避難行動と前回の豪雨災害の経験の間には
相関関係はみられなかった。

10-2　「平成 24 年豪雨」以降の防災対策
「平成24年豪雨」を経験したり被害を見聞き

したりした人に，地域で防災対策を行っている
かどうかを聞いた。

東峰村での取り組みが目立ち，「地域で定期
的に避難訓練を行っている」が44％，「お年寄
りや体の不自由な人が避難するとき，手助け
をする人を決めていた」が40％，「地域で独自
に避難場所を決めていた」が27％であった（図

23）。東峰村については，4-8で述べたように，
村ぐるみで防災対策に取り組んでおり，今回の
豪雨の10日前にも訓練をしたばかりであったこ
とが背景にあると考えられる。

朝倉市や日田市でも，地区防災マップの作

成や，高齢者などの要支援者に対する支援者
を事前に決めておくなど，「平成24年豪雨」を
教訓とした取り組みを進めてきており，今回の
豪雨でも一定の効果があったと考えられる。

─Ⅵ──調査からみえてくるもの

1──「リードタイムのない気象災害」に─
────どう備えるか

「切迫した状況」が避難を促す

「平成29年7月九州北部豪雨」の被災地で
調査を行いたいと考えたのは，朝倉市の赤谷
川沿いの被災地に足を運んだときだった。両
側を急峻な山の斜面に挟まれた渓流沿いのわ
ずかな平地の道の両側に，2階建ての住宅や
商店の建物が並んでいるが，1メートル近く土
砂に埋もれている。川は流木に埋まり，どこが
流路だったかもわからない。発災当時，外は
猛烈な雨が降り，目の前の川は流木とともに土
石流が走り，背後の山からは土砂が家の中に
なだれ込んできたことだろう。そのような切迫
した状況下で，この地域の人々はよく身を守り
きったものだと思った。

今回の調査結果では，自宅や職場などから
「立ち退き避難」をした住民は回答者の2〜3
割で，その他の多数の人は自宅などにとどまっ
ていた。立ち退き避難のタイミングをみると，

「雨の降り方が激しかった」「近くの川の水位が
上がってきた」「近くの川が氾濫した」といっ
た異常な現象を見て行動を起こした人が多い。
避難勧告・避難指示の認知状況も，発表から
1〜2時間以内に知った人は多くても3割程度
にとどまっており，残念ながら避難行動の主要
なトリガーにはなり得ていなかったようだ。

図 23　「平成24年豪雨」以降の防災対策（複数回答）
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「指示待ち」でない避難行動が必要

今回の豪雨災害は事前に予測可能な台風な
どとは異なり，数時間で状況が急激に悪化し
た。自治体は，限られた情報に基づき精一杯
の対応をしており，「もっと早く避難情報を出せ
たはずだ」という批判は必ずしも現実的とはい
えない。東日本大震災以降よく指摘されている
ことだが，自治体の情報発信力にも限界があ
り，「指示待ち」では命は守れないことを，今
回の豪雨災害から再認識すべきであろう。

「グッド・プラクティス」の共有を

これまでみてきたようにリードタイムがほとん
どない豪雨災害においては，避難情報以前に
発表されることの多い「土砂災害警戒情報」や

「記録的短時間大雨情報」「洪水警報の危険度
分布」などの防災気象情報の活用がカギにな
る。これを一般にもっと浸透させていくべきで
あろう。実際，今回の被災地でも，雨雲のレー
ダー画像や河川の水位の状況など，住民自ら
情報を入手して地域に避難の呼びかけをし，避
難したケースが複数報告されている。

本稿で対象とした「九州北部豪雨」のちょう
ど1年後の2018年7月に発生した「西日本豪雨

（平成30年7月豪雨）」では，倉敷市真
ま

備
び

町で
川が氾濫し，多くの高齢者が自宅で命を落とし
た。このため高齢者など避難行動要支援者へ
の対応が改めて注目されている。高齢化率のき
わめて高い東峰村などの取り組みを，模範とな
る「グッド・プラクティス」として積極的に周知・
普及させることで，住民による主体的な避難行
動の促進を図るべきではないだろうか。

2──テレビ・ラジオは─
─────「危機」をどう伝えるか？
速報は「テレビ」から「メール」にシフト

従来の災害での調査では，緊急性の高い気
象情報や避難情報の伝達手段は，「NHKテレ
ビ」がトップだったが，今回の調査では「行政
からのメール」が「NHKテレビ」にほぼ並び，
情報によっては優越している点に注目したい。

研究者や放送関係者がすでに指摘している
ことだが，一般にテレビ・ラジオを通じた防災
情報･避難情報の伝達はどうしても「放送タイ
ムラグ」が生じる13）。また，画面の字幕やL字
放送は表示時間が短く，見逃しもある。

それに対して自治体からダイレクトに住民に
発信するメールや，「Yahoo! 防災速報」などの
防災アプリは自動化されており，発表後ほぼリ
アルタイムで住民に情報が伝わる。そのうえ，
スマートフォンなどの画面上にも残るので見直
すことも可能である。メールやアプリに負けな
い速報性や利便性を放送はどう確保していくの
かが，大きな課題である。

増加・細分化する防災情報をどう伝えるか

また，「九州北部豪雨」では，水位計や河
川カメラが設置されていない中小河川の氾濫を
リアルタイムで把握できないことが問題となっ
た。その後，国土交通省による「中小河川緊
急治水対策プロジェクト」が立ち上がり，低コ
ストの「危機管理型水位計」を約5,000河川の
約5,800か所に整備されることになった 14）。こ
のように，防災情報はさらに増大かつ細分化し
ていく傾向にある。

その一方で，豪雨や台風の際に相次いで発
表される防災情報を速報するために，地域放
送局の放送現場ではかなりのマンパワーをあて
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ている。メールやアプリの速報が急速に普及す
る状況の中にあって，現在手作業で送出して
いる防災情報・避難情報の自動化が急がれる。
そのうえで，テレビ・ラジオの現場では，メー
ルやアプリでは伝えることのできない生の情報
の発信にマンパワーを振り向けるべきではない
だろうか。テレビ・ラジオならではの防災情報
の伝え方，緊急時に「テレビ・ラジオ」は何を
すべきかを改めて考える時期に来ている。

「放送タイムラグ」克服の取り組み

前述の「放送タイムラグ」をなくし，避難情報
を視聴者に確実に伝える先進的な取り組みとし
て，「朝日放送テレビ（ABC）」が2017年から開
始した「避難情報のエリア限定強制表示」があ
る（写真5）15）。データ放送の機能を使い，避
難勧告・避難指示の速報スーパーを対象地域
だけのテレビ画面に強制的に表示する。リモコ
ンの青ボタンを操作して消去するまでは画面に
残るため，見逃しも避けられる。赤ボタンを押
せば，データ放送の画面に切り替わり，詳細
な情報を見られる。避難情報のスーパーはLア
ラートから自動生成し，表示地域の限定は，テ
レビに設定された郵便番号を利用している。

NHKでも「九州北部豪雨」以降，速報の自

動化が進められている。Lアラート経由で送
られてくる避難指示や避難勧告などの情報を，
スーパーやL字放送用の文字情報に自動変換
したり，開設されている避難所を一覧できる画
面を自動作画したりするシステムを導入してい
る。

放送での「ハザードマップ」の活用

事前の「防災情報」という点で「ハザード 
マップ」についても触れておきたい。災害が起
きるたびに，「ハザードマップで想定されてい
た」「ハザードマップが住民に認知されていな
かった」という指摘が繰り返される。今回の

「九州北部豪雨」の被災地も例外ではなく，ハ
ザードマップの認知度は高いとはいえなかっ
た。長年災害を取材・調査してきて，これはや
むを得ないことではないかと思い至った。むし
ろ，災害発生のおそれがあるときにテレビの解
説で当該地域のハザードマップを示して，浸水
や土砂災害のリスクの高い場所を具体的に見せ
たほうが，有効かつ現実的なのではないだろう
か。こうしたきめ細かい対応をするためには，
放送する側に準備もマンパワーも必要になるの
で，地域放送の中でどこまで対応できるかが
課題といえる。

─Ⅶ──今後に向けて

本稿のサブタイトルを「防災・減災情報は避
難に結びついたか？」としたが，今回の災害に
おいては全面的に「YES」とは言い難い結果と
なった。自治体やメディアが発信した情報は，
危機感の喚起や避難行動の契機の一つには
なっていたが，住民を避難行動に駆り立てたも
のは，目の前に押し寄せる水や土砂であった。

写真 5　「避難情報のエリア限定強制表示」
画面左側の枠で囲った部分が強制表示

（提供 朝日放送テレビ）



27NOVEMBER 2018

リードタイムのない突発的な気象災害に対し，
情報や放送の側面から何ができるか，さらな
る検討が必要である。
「九州北部豪雨」以降も，2018年の西日本

豪雨，台風 20・21号と，気象災害が頻発して
いる。メディア，特にテレビ・ラジオに対しては，
どれだけ迅速に当事者の危機意識に訴える情
報を届けられるかが問われている。

放送局自らもアプリなどネットによる防災情
報発信に取り組んでいる中で，「テレビ・ラジオ」
をどう差別化していくのか。第1には，取材力
を生かした現場の状況把握，第2に取材情報
に立脚した臨機応変な安全確保の呼びかけ，
第3に想定される災害や今後の見通しなどを映
像やデータを通じてわかりやすく伝えることな
どだろう。どれも「当たり前」のことのように思
われるが，「テレビ・ラジオだからできる防災・
減災情報」とは何かを改めて検討する局面にき
ているのではないだろうか。

（いりえ さやか）

 ※ 「平成29年九州北部豪雨における住民の防災
情報認知と避難行動調査」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/）
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