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１． はじめに 

 
洪水時においてまず第一義的に求められるものは、

人的被害の最小化である。洪水の発生は、降雨･出水･

氾濫といった物理現象の因果関係はある程度まではあ

きらかであるものの、被害の発生は社会現象としての

側面が強く、ハード対策とソフト対策のバランスのと

れた危機管理が求められる。ソフト面で検討を要する

項目としては、災害情報伝達の問題、住民の災害意識

の問題、避難計画の問題、災害弱者の避難問題など多

岐に渡るが、このうち本研究では、主に避難計画のあ

り方について、長岡市を事例に検討を行うものである。 
 
２． 分析対象地域の概要と分析方法 

 
対象地域である長岡市は、信濃川旧河道上に都市が

形成されており、信濃川右岸が一度破堤すると氾濫水

が流れやすい地形であるとともに、その他市内の中小

河川の整備水準がおよそ 2年に 1回程度の降雨と極め

て低いなどの特徴を有する。加えて、長岡市地域防災

計画での避難計画は水害を対象としたものになってお

らず、洪水時避難を念頭においた現実的かつ実効性の

ある対策が求められている。長岡市においては、古く

から水害に悩まされてきた１）。歴史に残る大規模な水

害は江戸時代には 86 回、明治時代には 18 回を数え、

その後においても、昭和 33 年、同 36 年には市街地で

溢水する被害を被っている。それ以降は新堤の築堤や

コンクリート護岸など治水整備がすすみ、下水道の整

備も進んだものの、近年では、平成 7 年の北信･上越

梅雨前線豪雨災害が記憶に新しい。 
洪水時における避難計画を検討する際には、まず、

どのような規模の洪水に対して避難計画を検討するの

かという、具体的な状況想定が必要となる。しかし、

長岡市内の客観的な洪水危険度に関する情報が現在の

ところ公表されていないため、本研究では、国土交通

省北陸地方整備局信濃川工事事務所による浸水シミュ

レーション結果２）を事例として用い、そのもとで避難

計画の検討を行うこととする。 
また、河川洪水に備えた避難計画が実効性を持つた

めには、避難計画が住民に要求する行動様式が少なく

とも住民にとって受け容れ可能な範囲にあることが必

要である。しかし、各地で発生する洪水時の避難勧告･

指示に対する住民の避難率を見ると、いずれも高いも

のとは言えず、避難計画が要求する行動様式が住民に

受け容れられていないことが、避難行動を妨げる一要

因となっていると考えられる。従来における各地の洪

水避難計画では、一般には徒歩を原則として、車の利

用は控えるべきとされている。その理由としては、洪

水避難時の車利用は、渋滞を引き起こし緊急車両の走

行の妨げになること、冠水箇所では車の制御ができな

くなり、深い場所では方向制動ができなくなることが

多いこと、などが挙げられる。また、その場合の徒歩

による避難については、一般には水害時の悪条件を考

慮して住民の歩行速度を 2km/h と想定し、避難施設ま

での移動距離は 1時間以内に移動できる距離としてお

おむね 2km 前後としているものが多い３）。 
そこで本研究では、住民の避難所に対する評価の構

造を、平成 11 年 11 月に群馬県桐生市において実施さ

れたアンケート調査４）のデータを分析することにより

把握し、その結果を長岡市の住民に対して適用するこ

とで、実効性のある避難計画策定の方針を検討する。 
 
３． 避難所に対する住民評価 

 
ここでは、長岡市における水害時避難計画のあり方

に関する考察を行うにあたり、住民の避難所に対する

評価の構造を、群馬県桐生市において実施されたアン

ケート調査４）のデータを事例に分析することにより把

握する。調査データの概要は表１のとおりである。 
このデータを利用して、洪水時の避難所として指定

されている場所に対する住民評価を目的変数とした半

別分析を行った。説明変数は、回答者宅から指定避難



 

所までの距離、その避難所の浸水可能性の有無、回答

者宅の浸水可能性の有無、である。図１はその結果を

示したものであり、相関比や判別率はおおむね良好な

値が得られている。いずれの係数も正の値をとってお

り、指定避難所までの距離が遠いほど、自宅や指定避

難所の浸水可能性があるほど、その指定避難所に対す

る評価は悪くなる傾向を示している。また、住民評価

に相対的に高い影響を及ぼしているものは「指定避難

所までの距離」と「指定避難所の浸水可能性」である

ことがわかる。 
そこで、具体的にはどういった状態で住民が指定避

難所に対して「悪い」と評価するようになるのか、す

なわち、住民の受け入れ許容範囲はどの程度なのかを、

図２において見てみる。図２は、判別分析により求め

られた判別得点を縦軸に、指定避難所までの距離を横

軸にとり、それらの関係を、自宅や指定避難所の浸水

可能性の有無別の４つの組み合わせ別に示したもので

ある。判別境界値は 0.177 であり、それよりも判別得

点が大きい場合では、住民の避難所評価が「悪い」と

なることを示している。 
これによると、まず、指定避難所の浸水可能性が「あ

る」場合においては、自宅の浸水可能性や指定避難所

までの距離が如何なる状況であろうとも、指定避難所

の評価は常に「悪い」となることがわかる。一方、指

定避難所の浸水可能性がない場合においては、指定避

難所までの距離がおよそ 1km を境に、指定避難所評

価が異なっている様子がわかる。すなわち、洪水時に

おいて住民が避難するための避難所としては、まずは

その避難所が安全であることを条件に、おおむね 1km
程度の避難距離である場合においては避難所評価は良

好である様子がわかる。特に、一般に定められている

避難施設までの移動距離 2km については、住民の受

け入れ可能範囲を越えていることがわかる。 
 

４． 長岡市における水害時避難所計画のあり方に関

する考察 

 
（１） 現状の避難所に対する住民評価 

前章における住民の指定避難所評価に関する判別分

析の結果を長岡市に適用し、現状の長岡市地域防災計

画での指定避難所に対する住民評価の分布を示したも

のが図３である。ここでは、長岡市内を 250m のメッ

シュに区分し、各メッシュにおける判別得点を示して

いる。これは、説明変数の一つである自宅から指定避

難所までの距離については、各メッシュで指定されて

いる避難所までの距離（ここでは簡略的に直線距離）

とし、また、現状では浸水を想定していないために「指

定避難所の浸水可能性」と「自宅の浸水可能性」につ

いては「危険なし」とした場合に算出される判別得点

である。このため、ここでの住民評価の判別得点の分

布は、指定避難所までの距離が遠くなるにともない低

下しており、また、全体的には住民評価はおおむね良

好であるといえるが、これはいわば平常時の想定状況

であり、避難計画のあり方を検討するに際しては、具

体的な浸水想定時の評価が必要となる。 

表１ 桐生市における住民調査の実施概要 

『水害に関するアンケート』

回収状況

配布・回収方法

調査票配布数

調査対象

実施時期 平成11年11月下旬～12月上旬

桐生市洪水ハザードマップ上で
浸水が予想される地域周辺の居住者

4,967票（＊5,000票配布、宛先不明等によ
り33票返送）

郵送配布・郵送回収

2,740票（55.2%）  

サンプル数

目的変数

係数
標準化
係数

t値

0.002 0.763 14.877

2.420 0.745 14.258

0.280 0.132 3.522

-2.136 － －

※ X1は直線距離（m），X2･X3はいずれも（1：危険あり，0：危険なし）

相関比 0.274

判別率 72.9%

（定数）

1333

指定避難所の評価　（1：悪い，0：その他）

説明変数

X1：指定避難所までの距離

X2：指定避難所の浸水可能性

X3：自宅の浸水可能性

 
図１ 住民の指定避難所評価の判別分析結果 
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図２ 指定避難所までの距離と判別得点との関係 



 

（２） 水害発生時の浸水想定 

そこで、ここでは、具体的な浸水の想定として、国

土交通省信濃川工事事務所の浸水シミュレーション２）

による結果を事例として取り挙げることとする。 
この想定条件としては、150 年確率の降雨による現

状の信濃川の氾濫であり、破堤箇所は妙見堰下流右岸

である。妙見堰は信濃川本流と大河津分水流との分岐

点にあたり、河床形状の安定上重要な地点であり信濃

川中流域の要所といわれている。このような条件下で

のシミュレーション結果のうち、各地域の最大浸水深

の結果を図示したものが図４である。 
これによると、川東地区が広範囲にわたり浸水して

おり、特に JR 長岡駅西側付近においても甚大な浸水

が及ぶ可能性があることが示されている。また、長岡

市地域防災計画における指定避難所についても、多数

が浸水域内にあることが読みとれる。 
（３） 浸水想定時の避難所に対する住民評価 
以上のような結果を踏まえ、浸水を想定した場合の

指定避難所に対する住民評価を図５に示す。図の表示

方法は図３と同様に判別得点を表してあるが、ここで

は、浸水域内のメッシュの値のみを表示している。 
これによると、図３とは異なり、浸水域内の大部分

において判別得点の値は正の値となっており、指定避

難所に対する住民評価は「悪い」となっていることが

読みとれる。これは、自宅（のメッシュ）が浸水して

いることによる影響も含まれるが、むしろこれは指定

されている避難所が浸水していることによるものであ

る。現状の指定避難所の設置は浸水を想定していない

ものであることから、このような結果はある程度当然

の結果とも言えるが、このように具体的な浸水状況を

想定することにより、住民の指定避難所に対する評価

が極端に低下するとともに、これらのメッシュに居住

する住民の避難所確保の問題が住民意識の側から具体

的に明らかとなったといえよう。 
（４） 要避難人口と避難所収容可能人数 
浸水が想定される地域に居住する住民数を要避難人

数とする場合、現状の避難所の指定では、多くの場合

その指定避難所自体が浸水するために、それらの住民

については新たに避難所を確保しなければならない。

そこでここでは、浸水想定時における要避難人数と、

既存の避難所を利用した場合の収容可能人数との関係

について見ることとする。 
表２は、まず、浸水を想定しない状況における避難

所での収容可能人数等について示したものである。浸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 現状の避難所に対する住民評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 浸水シミュレーションによる最大浸水深 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５ 浸水想定時の指定避難所に対する住民評価 
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水を想定しない状況においても、長岡市の全人口に対

する避難所の収容可能人数はおよそ半分であり、収容

不可能人数は 82,527 人にのぼる。 
そこで、図４のような浸水を想定した場合における、

避難所での収容可能人数等について示したものが表－

３である。浸水域は川東地区のみのため、要避難人数

は川東地区のみで生じる想定である。このとき、川東

地区の避難所のみで避難を行うとした場合、浸水域外

の避難所（すなわち浸水想定時に利用可能な避難所）

での収容可能人数は 27,219 人であり、収容不可能人

数は 88,783 人となる。川西地区への避難をも考えた

場合においても依然として収容不可能人数は 59,587
人であり、いずれにおいても要避難人数分の避難所を

確保できない状況にあることがわかる。このような状

況に対して問題となることは、収容可能な人数に関し

ても極端に避難距離が長くなるケースがあることのみ

ならず、収容不可能な人数分の避難所を新たに新設す

ることは実際には不可能であることである。 
このような問題に関しては、福島県郡山市における

平成 10 年の東日本豪雨災害時の実際の住民避難行動

の実態が参考になる５）。この災害直後に行われた実態

調査によると、実際に避難した住民のなかで避難所へ

避難した住民の割合は平均で約 25％程度であり、多く

の住民は、避難所以外（親戚宅、友人宅、ホテル、健

康ランド、等）へ避難していたことが明らかとなって

いる。他の自治体においては、要避難人数分の避難所

を確保できないことにより、洪水ハザードマップの公

表を躊躇するところも見受けられるが、この結果を踏

まえるならば、必要最低限の人数以上の避難所は確保

するとしても、それ以外に関しては、避難所以外の場

所への避難を安全に誘導するための対策を検討するこ

とも現実としてはあり得よう。 
そこで、要避難人数の 25%が避難所へ避難すると想

定した場合の収容可能人数等を示したものが表－４で

ある。避難所への避難人口は約 30,000 人となり、こ

のとき川東地区の避難所のみで避難を行うとした場合、

浸水域外の避難所での収容可能人数はおよそ 27,000
人となり、2700 人弱の新たな避難所を最低限新設すれ

ばよいことになる。また、川西地区への避難をも考え

た場合では、全ての要避難人数分の避難所確保が可能

となる。 
 

５． おわりに 
本研究では、避難所に対する住民評価の構造を把握

するとともに、避難計画を考える際にはどのような課

題が生じ得るのかを、具体的な浸水想定のもとで検討

を行った。課題としては、想定した浸水の現実性、他

地域での分析結果の長岡市への適用可能性、などが挙

げられるが、今後において、詳細な氾濫解析や長岡市

での住民アンケートの実施により、さらに現実的な避

難計画の検討が可能となるものと思われる。また、要

避難人口の避難所への割り振り方法、避難手段、災害

弱者の避難対策等についても今後取り組むべきである

と考えている。 
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表２ 避難所収容可能人数（浸水なし） 

(4):指定避難所での収容不可能人数(1)-(3) 28255 54319 82574

(3):指定避難所での収容可能人数 29196 78949 108145

(2):指定避難所数 41 98 139

(1):人口 57451 133268 190719

川西 川東 合計

 

表３ 避難所収容可能人数（浸水想定時：その１） 

(5):浸水域外の避難所での収容不可能人数(1)-(4) -29196 88783 59587

(4):浸水域外の避難所での収容可能人数 29196 27219 56415

(3):浸水域外の避難所数 41 35 76

(2):浸水域内の避難所数 0 63 63

(1):要避難人口 0 116002 116002

川西 川東 合計

 

表４ 避難所収容可能人数（浸水想定時：その２） 

(6):浸水水域外の避難所での収容不可能人数(2)-(5) -29196 2688 -26508

(5):浸水域外の避難所での収容可能人数 29196 27219 56415

(4):浸水域外の避難所数 41 35 76

(3):浸水域内の避難所数 0 63 63

(2)避難所への避難人数 0 29907 29907

(1):要避難人口 0 116002 116002

川西 川東 合計


