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和文要約 

 

水害時において、行動指南型情報としての役割を避難情報のみに期待するのは無理がある。より

生の情報、すなわち防災気象情報に目を向けるほうが得策であるというのが避難情報廃止論の要点

である。 

一方、避難情報廃止論が我々に問うものは、単に避難情報を廃止すべきか否かといった表面的な

議論だけではない。もしも防災気象情報で事足りる環境が十分に整うのであれば、そのもとでなお

避難情報が必要なのか否かの判断は、住民の避難判断とは別の論理、すなわち、その人の準拠社会

における住民と自治体との関係性についての認識のありようによって大きく異なる可能性があるの

である。我々はそこで、防災行政と住民との間に信頼関係や一体感が存在する社会を目指すのか、

それとも、互いに責任の追及と回避を応報的に繰り返すような殺伐とした社会を目指すのか、ある

いはそれらとは別な社会のあり方を模索するのか、と問われることになる。 

いずれにしても、現状にて避難情報至上主義のような固定概念が存在するとするならば、まずは

それを解凍することが必須であろう。そのうえであらためて、避難情報は本当に必要なのか否かを

真摯に議論することが必要であると考えられる。 
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１．はじめに 

本稿では、及川ら（2016）の「避難情報廃止論」1)に

ついて、平成 30 年 7 月豪雨（西日本豪雨災害）後に運用

が始まった警戒レベルとそれに伴い生じた幾つかの混乱

を踏まえ、その意義を再考する。 

やや過激な呼称の論ではあるが、本稿の主旨は、何が

何でも廃止すべきであるという主張を展開したいのでは

ない。いまいちど水害時に自治体が出す避難情報（避難

指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始）

の役割について問い直すべく、ある種の思考実験を試み

るということが主旨である。水害時の人的被害を最小限

に食い止めるための災害情報の仕組みはどうあるべきか、

そして浸水被害が生じ得る場所で暮らす住民の覚悟はど

うあるべきか、さらには、防災をめぐる行政と住民との

関係性は如何にあるべきか、といった観点からの議論の

活性化の一助となれば望外の喜びである。 

 

２．避難情報廃止論 

（１）問題意識 

まず、及川ら（2016）による「避難情報廃止論」にお

ける問題意識を、図-1 を用いながら簡潔に要約する。そ

の要点の理解は、避難判断に関する「責任」の所在の様

相がどのように解釈されるかを疑似的に追うこと、すな

わち、さながら「帰責ゲーム」（棚瀬 1994）の様相とし

て追うことで、より容易になるものと思われる。 

水害による危険が差し迫ったとき、「(1)現象」に基づ

いて、「(2)住民」の個々が「とるべき行動」を的確に判

断できるのならそれで何ら問題はない（経路[a]）。自ら

の避難の問題であるのだから、その「責任」はあくまで

も自身にある、という構図である。しかし実際にはその

判断は容易ではないことが多いので、それを補完すべく、

経路[b]に基づき「(3)防災気象情報」を経路[c]で伝達する

ルートが設けられている。これに基づけば「(2)住民」は、

浸水被害の予兆現象、すなわち雨や河川水位の増減を連

続的に把握することが出来る。一般に「(3)防災気象情報」

は、経路[b]に基づく客観的な基準により生成されるもの

であるため、“状況通達型情報”としての性質を帯びる。

つまり、発信者の主観や解釈などはそこには含まれない、

本来的には状況を通知するだけの無機質な情報（基準に

達したことをお知らせする情報）として発信される 2)。
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したがって、その「(3)防災気象情報」がいったい何を意

味するのか、そこでどのような行動をとるべきなのか、

といった解釈や判断はあくまでも「(2)住民」自身が行う

必要がある、という構図である。換言すれば、避難判断

の「責任」は、あくまでも「(2)住民」自身が保持してい

るという構図である。 

しかし、後述する「警戒レベル」の導入による「警戒

レベル相当情報」としての位置づけを付与される以前の

段階でのこのような経路[c]における解釈や判断は、一般

的に言って、非専門家であるところの「(2)住民」にとっ

ては難解であり、そこから的確な判断を行うには一定の

専門的知識が必要とされたことは想像に難くない。一方、

自治体が発信する「(4)避難情報」は、構図としては経路

[c]の困難性を補完（迂回）するバイパス的な位置づけで

ある。しかし、それが「(3)防災気象情報」と決定的に違

う点は、「基準を満たしたことをお知らせする情報」では

「ない」ということである。そしてそれは、「(2)住民」

にとってみれば、避難のための利用可能な判断材料の数

が１つ増えたように見えるという意味合い以上に、「(3)

防災気象情報」のような間接的な表現ではなく、「とるべ

き行動」をより直接的・具体的な表現で指南してくれる

という点で、いわば“行動指南型情報”としての役割を

期待し得るものであったと言えよう。なお、この経路[f]

を「期待」と表現し得る状況においては未だ（かろうじ

て）、避難判断の「責任」は「(2)住民」自身が保持して

いると言える。 

しかし、近年では、情報待ちあるいは行政依存の問題

（片田 2012）として象徴的であるように、経路[f]の位置

づけは「期待」というよりも「依存」という表現がより

相応しい状況へと変化したかのように見える。ここでの

「依存」という表現は、本来ならば「(2)住民」自身のも

とにあったはずの避難判断の「責任」を、「(2)住民」自

身が「(4)避難情報」へと転嫁しようとする事態を指す。

無論、「(4)避難情報」がその転嫁されようとしている「責

任」に対して完全に応えうるものであるのならば、何ら

問題はないだろう。しかし現実はそうではない。もとよ

り「(4)避難情報」には、見逃しや空振りの問題が避けら

れない。「する／しない」の２択で発せられる情報には、

必然的に「アタリ／ハズレ」を伴うのである。それがハ

ズレたとき、避難判断の「責任」を「(4)避難情報」に転

嫁して依存したつもりになっていた「(2)住民」サイドか

らの風当たりは、概して厳しい。近年でも、伊豆大島災

害（2013）や広島災害（2014）や鬼怒川決壊（2015）な

どで、結果的に「(4)避難情報」が未発表の状況で甚大な

被害が生じたことから、避難情報の見逃しの問題に対す

る数多くの批判が向けられたことは記憶に新しい。「(4)

避難情報」はその「責任」の要請に対して完全には応え

られないのである。にもかかわらず、「避難情報」はその

「責任」に応えうるかの如くの体裁を保持したまま、し

かしながら「(2)住民」は依然として「(4)避難情報」に対

して避難判断の「責任」を転嫁して依存しようとする態

度を続けるのであれば、それは「(4)避難情報」という仕

組みがもたらした構造的な“弊害”とも表現しうる事態

と言えよう。 

「(4)避難情報」を発する任を担う自治体が、ハズレに

よって生じる多くの被害と幾多の批判を避けたいと考え

るのは当然である。しかし、「見逃しを避けるには空振り

が多くなり、空振りを恐れると見逃しが発生するという

災害情報のジレンマ」（田中 2008）は不可避である。そ

れゆえ自治体は、「(2)住民」から託されたかの如くの状

態となっている避難判断の「責任」の対処に関して、大

きな苦悩や葛藤を抱えることとなる。ここで、この苦悩

と葛藤への対処を仮に“責任対処問題”と呼称すること

としよう。この“責任対処問題”に対応すべく、採られ

た対処方策は大きく分けて２つあると言える。そのひと

つは、経路[f]の強化の動きである。内閣府は 2014 年に、

「（平成 26 年 9 月版）避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル作成ガイドライン」にて「空振りをおそれず早めに出

す」べきとする基本方針を提示するに至っている。これ

に依拠するなら、「(4)避難情報」は増発され、明らかに

空振りが増発される。しかし、「内閣府の基本方針に従っ

たまでである」と言い切ることは少なくとも可能となっ

たとも言える。“責任対処問題”を内閣府に肩代わりして

もらう動きと換言できるかもしれない。もうひとつの対

処方策は、経路[e]の自動化である。すなわち、自治体側

が、担当者の主観で「(4)避難情報」を出すか否かを判断

するのを避け、気象庁や河川管理者から出される「(3)防

災気象情報」の発表タイミングに委ねるような“基準”

を設けるという動きである。“行動指南型情報”としての

立ち位置を実質的に放棄し、“基準”を満たしたことをお

知らせする情報、すなわち、二次的ではあるが“状況通

達型情報”としての立ち位置に徹するという態度への転

換と換言することも出来よう。無論この態度転換が公然

と（「(2)住民」との合意のもとで）行われるのならば何

ら問題はない。これら２つの対処方策により、これから

の「(4)避難情報」は、「(3)防災気象情報」の発表とほぼ

同時に速やかに、空振りを恐れずに数多く発表されるこ

とが、内閣府の御墨付きを得たことでより一層確実とな

った。これによって、確かに自治体は、「(4)避難情報」

住民

防災気象情報
（気象庁、気象台
河川管理者、等）

現象

(1)

避難情報
（自治体）

(2)

(3)

(4)

[a]

[b] [c]

[e]

[d] [f]

（状況通達型情報）

（行動指南型情報）

（相当情報）

とるべき行動
（警戒レベル）

 

図-1 「防災気象情報」「避難情報」「取るべき行動」の関係 
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に関して託されてきた「責任」から解放される機会を得

たと言えるだろう。“責任対処問題”からの解放である。

しかし、空振りの増発は、「(4)避難情報」に対する「(2)

住民」からの信頼性を明らかに低下させる。これは、「(4)

避難情報」が出ても避難しない「(2)住民」を多く作り出

してしまうという新たな“弊害”をもたらしているよう

に、表面上は見える。しかし、この事態を避難判断の「責

任」の所在という観点からあらためて眺め直せば、避難

判断の「責任」を「(2)住民」へと回帰させる動きとも取

れる。ならばそれは“弊害”ではなく、むしろ（「(4)避

難情報」という名称に対してよりアイロニカルに）健全

化の方向と呼ぶべきかもしれない。 

一方、近年では、新たな「(3)防災気象情報」が開発さ

れたり、そのわかりやすさが改善されたりするなど、多

くの知恵と工夫が投入されている。表-1 に記載のような

「(3)防災気象情報」を、「(2)住民」自身がより詳細でわ

かりやすくリアルタイムで手軽に入手出来る環境整備が

従前とは比べものにならないほどに飛躍的に進んでいる

のである。これは、経路[c]の充実化の動きといえる。 

以上のような近年の災害情報伝達の環境整備の動向を

要約すれば、図-1 の実線で示される各経路をより迅速か

つ確実なものとすべく行われてきたものであると括るこ

とができる。しかし、この構図を強化するということは、

同時に、そして皮肉にも、（意図してか否かは別として、

必然として）「(4)避難情報」の情報としての価値を低下

させている（冗長性を高めている）ということに注意を

向ける必要がある。すなわち、経路[c]だけで事足りる状

況がもしも整うのであれば、もはや「(4)避難情報」には

「『(3)防災気象情報』の横流し」あるいは「『(3)防災気象

情報』を単に言い換えただけ」といった程度の意味合い

しか残っていないのではないか、前述の２つの弊害の“元

凶”あるいは単なる“儀式”としての存在意義しか残っ

ていないのではないか、というのが及川ら（2016）の「避

難情報廃止論」での問題提起であった。水害時において

「(2)住民」は、「(4)避難情報」の対象か否かだけで一喜

一憂するのはもはや本質的ではない。より生の情報、す

なわち「(3)防災気象情報」に目を向けるべきだろう、と

いう主旨である。 

（２）４つのVersion 

ところで、以上のような「避難情報廃止論」の問題意

識のもと、その実践においては、少なくとも以下のよう

な 4 つの version が存在し得ると考えられる。実現可能性

は大きく異なりそうであるが、そこで達成され得る本質

的な意義はさして変わらない。なお、下記の hard / soft

という形容詞は、自治体側の「(4)避難情報」の現状制度

からの変更の程度を示している 3)。 

① super-hard version； 

水害時における「(4)避難情報」の手続きと名称その

ものを完全に廃止する、最も強硬な制度変更を伴う 

version である。 

② hard version； 

自治体による「(4)避難情報」の発表にともなう種々

の行政手続き（避難所開設など）そのものは廃止せず

に現状のままとする。ただし、「(4)避難情報」は単な

る「『(3)防災気象情報』の横流し」や「『(3)防災気象情

報』を単に言い換えただけ」に過ぎないのではないか

という問題意識を踏襲して、「(4)避難情報」の発表の

拠り所となった「(3)防災気象情報」の名称をそのまま

用いて、たとえば「避難勧告」という名称を「氾濫危

険情報の発表のお知らせ」などへと改称してはどうか、

あるいは、「本来的にはこの意味しかないのだ」という

ことを正直に表現するという意味において「避難所開

表-1 市町村がリアルタイムで入手できる防災気象情報 

および避難勧告等を判断する情報 

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
入
手
で
き
る
防
災
気
象
情
報 

気象情報、気象注

意報・警報・特別

警報 

気象情報 
台風情報 
府県気象情報 

気象注意報・警報・特別警報 

雨量に関する情報 

地点雨量 
アメダス 
テレメータ雨量 
リアルタイム雨量 

流域雨量 流域平均雨量 

面的な雨

量 

レーダ雨量 
XRAIN雨量情報 
リアルタイムレーダー 
解析雨量 
レーダー・降雨ナウキャスト 
降水短時間予報 

水位に関する情報 
テレメータ水位 
水位予測 

水害に関する情報 

指定河川洪水予報 
水位到達情報 
流域雨量指数 
規格化版流域雨量指数 

土砂災害に関する

情報 

土砂災害警戒判定メッシュ情報 
都道府県が提供する土砂災害危険度を

より詳しくした情報 
潮位に関する情報 潮位観測情報 
津波に関する情報 津波情報等 

避
難
勧
告
等
を
判
断
す
る
情
報 

水害 

大雨注意報・大雨警報（浸水害） 
大雨特別警報（浸水害）：雨量を基準とするもの 
台風等を要因とする大雨等の各特別警報 
洪水注意報・警報 
指定河川洪水予報等（氾濫注意報・氾濫警戒情報・氾

濫危険情報・氾濫発生情報） 
流域平均累加雨量 
水位到達情報 
府県気象情報 
記録的短時間大雨情報 

土砂

災害 

大雨注意報・大雨警報（土砂災害） 
土砂災害警戒情報 
記録的短時間大雨情報 
大雨特別警報（土砂災害） 
土砂災害警戒判定メッシュ情報 
都道府県が提供する土砂災害危険度をより詳しくした情報 

高潮

災害 

台風情報 
高潮注意報 
高潮警報 
高潮特別警報 

津波

災害 

津波注意報 
津波警報 
大津波警報 

出典：内閣府（2014） 
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設情報」などへと改称してはどうか、という version

である。出来もしない“行動指南型情報”のふりをす

るのはもう止めて、実直に“状況通達型情報”として

の役割に徹するという方向転換と言える。名称変更の

みの version である。 

③ soft version； 

現状の「(4)避難情報」の手続きおよび名称に変更は

無い。ただし、水害時には自治体が「避難情報は出し

ません宣言」をする。従前からの制度変更を一切伴わ

ない version である。 

④ super-soft version； 

現状の「(4)避難情報」の手続きおよび名称に変更は

無い。水害時には現状と同じく自治体は「(4)避難情報」

を発表する。ただし、「(2)住民」が「(4)避難情報」に

依存せず（すなわち無いものとして、あたかも“廃止”

されたかの如く）、「(3)防災気象情報」等に基づき主体

的に判断する社会を目指す。自治体側の動きは何も変

わらない。変わるのは「(2)住民」自身の心構えだけで

ある。 

（３）補足と異論 

繰り返しの強調となるが、水害時の人的被害を最小限

に食い止めるための災害情報の仕組みはどうあるべきか、

そして浸水被害が生じ得る場所で暮らす住民の覚悟はど

うあるべきか、という議論において、仮にいずれの

version による避難情報廃止論の立場をとったとしても、

本質的には「(3)防災気象情報」および経路[c]の充実が第

一義的に重要であることを強調しているという点ですべ

て同一である。住民が「とるべき行動」を判断する際に

依拠する先として、より得策なのは、「(4)避難情報」お

よび経路[f]ではなく、「(3)防災気象情報」および経路[c]

である、ということを主張するものである。 

この主張を補強および補足するものとして、たとえば

以下のような議論を挙げることができる。橋下（2018）

は雑誌「プレジデント 2018.10.1 号」の寄稿にて、本稿と

ほぼ同様の問題意識を紹介している。そこでは、「(3)防

災気象情報」のことを「生の情報」と言い換えたうえで、

「生の情報をできる限りリアルタイムに住民の皆さんに

届けて、あとは住民の皆さんの判断に任せるしかないだ

ろう。」、「市町村長が避難勧告や避難指示を出すやり方は

もう古い。リアルな生情報を、住民が判断しやすいよう

に視覚的に加工して直接住民に届けて、最後は住民の皆

さんに判断してもらう。この方向で政治は力を尽くすべ

きだ。」と主張している。 

一方、本稿の主張への異論として、たとえば以下のよ

うなものは想定し得る。 

たとえば、避難すべきか否かを指南する役割を担うの

はあくまでも気象庁や河川管理者ではなく自治体である

と定められているにもかかわらず、住民が経路[c]に依拠

して判断するというのは気象業務法や災害対策基本法の

主旨に反するのではないか、といった類の異論である。

しかし、前述のとおり、たとえいずれの version による避

難情報廃止論の立場をとったとしても（あるいは、どの

避難情報廃止論の立場もとらなかったとしても）、「とる

べき行動」を判断するのは「(2)住民」自身であるべきと

いう点に変わりは無い。そこにおいて、「(2)住民」自身

が主体的に「(3)防災気象情報」を選択的に参照するかも

しれないというだけのことであり、「(3)防災気象情報」

を生成するサイドのオペレーションに現状からの変更点

は何も無い。 

一方、自治体側のオペレーションに関しては、①②③

の version だと責任放棄の感が否めないといった類の異

論もあり得る。しかし、住民に対して「(4)避難情報」が

“行動指南型情報”としての役割を高度に担うことが本

当に可能であるならばそのような異論は傾聴に値するも

のの、もしもそうでないならば、そのようなふりをし続

けることの方がよほど罪深い。 

あるいは、避難所の開設作業が「(4)避難情報」と紐付

けられているので「(4)避難情報」を廃止すべきでない、

といった類の異論もあり得る。しかし、ならばその紐付

けを止めて、従来通りのタイミングで避難所を開設すれ

ばよいのであって、そこで「避難情報を発表しました」

とは言わずに「避難所を開設しました」と言えばよい。 

さらに言えば、もしも仮に何らかの点で既存の法やル

ールに抵触する部分があるならば、その部分を改正すれ

ばよいのであって、「ルールで決まっていることだから」

といって思考停止に陥る教条主義的な議論は好ましくな

い。「(2)住民」サイドに主体性を求めるばかりではなく、

それ以外の立場や役職の人々にも主体的で柔軟な議論が

行われることを望みたい。 

 

３．警戒レベルと幾つかの混乱 

中央防災会議（2018）および内閣府（2019）により、

いわゆる「警戒レベル」（表-2）という概念が導入された。

これを本稿の避難情報廃止論に絡めて解釈するならば、、

「(3)防災気象情報」と「(4)避難情報」と「(2)住民（のと

るべき行動）」との関係（経路[c][e][f]）を明示的に紐付

けるかたちで一覧表（カタログ形式）にまとめたもので

あると解釈されよう。 

2019 年の出水期には早速「警戒レベル」が運用された

が、そこでは幾つか混乱もあったようである。既に個別

の不備を指摘する声もあるようだが、その例として、表

-3 記載の事例などは、「避難情報廃止論」の問題意識を

議論する上で重要な視点を含むものであった。 

表-3の事例ではいずれも、ヤフーは警戒レベル設定（表

-2）に則って経路[c]を遂行したに過ぎない。しかも分か

り易く最大限の工夫をこらして遂行したのである。前掲

の橋下氏の表現を借りるなら、ヤフーは「リアルな生情

報を、住民が判断しやすいように視覚的に加工して直接

住民に届けた」のである。これによって「(2)住民」は、

かつてのように「(4)避難情報」を待ったり依存したりせ
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ずとも、「(3)防災気象情報」に基づいて「とるべき行動

（警戒レベル）」を判断できるヒントをはるかに確実かつ

容易に入手できるようになったはずである。前述のよう

な「(4)避難情報」にまつわる“弊害”をも払拭し得るヤ

フーによるこの絶妙なサポートについて、批判に曝され

るべき箇所は微塵も見当たらない。 

なお、市からの「(4)避難情報」は未発表であり、それ

があたかも発表されたかのごとく見えて「紛らわしい」

とのことであるが、掲載されたのは「警戒レベル」と「と

るべき行動」である。もとより市民にとっては、「(4)避

難情報」が出ようと出てなかろうと「とるべき行動（警

戒レベル）」は（ヤフー等のおかげで）既に明らかなはず

である。にもかかわらず、あらためて市に「(4)避難情報」

の有無を問い合わせるような事態は、依然として「(2)住

民」が「(4)避難情報」に対する“待ち”や“依存”の弊

害を抱えた状態から未だ抜け切れていないことの証左の

ようにも思える。市側については、「(4)避難情報」が「防

災気象情報の横流し機能」を遂行出来なかったことを悔

やむ意味での“曇り顔”ならば理解は出来る。 

いずれの立場の人々も、「(4)避難情報」に“行動指南

情報”としての役割を過度に期待するのには無理がある

ことを強く認識する必要があるように思う。いずれの事

例も、より端的に言えば「ヤフーでいいじゃないか」と

も表現し得る事態である。 

 

４．ここまでのまとめ  

「警戒レベル」の設定によって、「(4)避難情報」にお

ける“行動指南型情報”としての役割がより強く明確に

なったと見る向きもあるようだが、著者の見解は真逆で

ある。むしろ、“行動指南型情報”として「(4)避難情報」

が如何に冗長（ムダ）であるのかがより鮮明に整理され

たとも言える。やはり「(4)避難情報」に“行動指南型情

報”としての役目をすべて担わせるのにはムリがあると

言わざるを得ない。浸水被害が生じ得る場所で暮らす

「(2)住民」にとって、いち早く危険を察知して速やかに

行動を起こすには、その判断のヒントを「(4)避難情報」

にではなく「(3)防災気象情報」に求めるほうがはるかに

確実で健全であると言えよう。そのような判断を可能と

する環境がいよいよ整いつつあるということである。「避

難情報廃止論」を議論する土台がいよいよ整ったと見る

べきではなかろうか。 

なお、以上までの議論は、あくまでも「(3)防災気象情

報」および経路[c]が十分に完備された環境下という強い

仮定のうえでのものであることからも明らかなように、

引き続きより一層の「(3)防災気象情報」および経路[c]

の充実化に向けた技術的な検討が重要であることは言う

までも無い。 

 

５．避難情報廃止論という問い 

「避難情報廃止論」を議論する土台が整ったのだとす

れば、ここでなお、あらためて「(4)避難情報」の意義を

問い直しておきたい。「(3)防災気象情報」および経路[c]

だけで事足りる状況が完全に整備されたならば、本当に

「(4)避難情報」を廃止してしまって良いのか、という再

度の問いかけである。 

（１）避難情報は本当に不要なのか？ 

もしも住民と自治体とが互いを「大切な他者」として

認識しており、両者の間に信頼関係や一体感が存在する

間柄なら、自治体が住民に向けて、迫り来る危機や避難

に関するメッセージを何らかの形態で発信することは、

むしろ当然のことのようにも思われる。このとき、その

メッセージの形態は、たとえば「(4)避難情報」などのよ

うな既存の形態をとるのでも良いし、あるいは別の形態

をとるのであっても、どちらでも良い。そこでは、たと

表-2 警戒レベル 

【(2)住民（とるべき行動）】 【(4)避難情報】 【(3)防災気象情報】 

警戒 
ﾚﾍﾞﾙ 

住民がとるべき行動 

住民に行動を 
促す情報 

住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報 
（警戒レベル相当情報） 

避難情報等 
防災気象情報 

洪水に関する情報 土砂災害に関する情報 

5 
既に災害が発生。命を守るための最善の

行動をとる 
災害発生情報 

・氾濫発生情報 
・大雨特別警報(浸水害) 

・大雨特別警報(土砂災害) 

4 

全員避難 
・指定緊急避難場所等への立ち退き避難 
・災害が発生するおそれが極めて高い状

況のため緊急に避難 

避難勧告 
避難指示(緊急) 

・氾濫危険情報 
・洪水警報の危険度分布 

(非常に危険) 

・土砂災害警戒情報 
・土砂災害に関するメッシュ情報 

(非常に危険) (極めて危険) 

3 

高齢者等は避難 
・高齢者等は立ち退き避難 
・その他の人は立ち退き避難の準備をし、

自発的に避難 

避難準備・高齢

者等避難開始 

・氾濫警戒情報 
・洪水警報 
・洪水警報の危険度分布(警戒) 

・大雨警報(土砂災害) 
・土砂災害に関するメッシュ情報(警戒) 

2 避難に備え自らの避難行動を確認 
洪水注意報 
大雨注意報 

・氾濫注意情報 
・洪水警報の危険度分布(注意) 

・土砂災害に関するメッシュ情報(注意) 

1 災害への心構えを高める 早期注意情報   

出展：政府広報オンライン（https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201906/2.html） （図1との対応を【 】で著者が追記）   
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え「(4)避難情報」に“行動指南型情報”としての価値が

皆無だとしても、両者で「この地域から犠牲者を一人も

出さない」という決意を共有・確認し合うための役割（価

値）を「(4)避難情報」は担い得る。「(4)避難情報」は、

まさに“儀式”として存在し続ける価値が「ある」。この

ような価値は、「(4)避難情報」を、国でも都道府県でも

なく、「(2)住民」にとって最も身近な行政である自治体

が発信するからこそ発揮し得るものであると考えられる

のである。自力での避難が困難な独居高齢者や障害者な

どへの周囲からの避難支援、自治体の範囲を越えた広域

避難、避難所の環境改善など、従前のルールに縛られな

い柔軟な議論を許容し、そのうえで有効な政策や工夫を

可能とするのは、このような“儀式”を必要とするよう

な風土であるように思われる。このような風土のもとで

の“儀式”としての「(4)避難情報」には、もはや空振り

も見逃しも存在しない。アタリやハズレという概念もナ

ンセンスである。あえて記すなら、そこで人々が望むの

はアタリではなくハズレである。 

一方、もしも住民と自治体とが互いを「大切な他者」

として認識しておらず、責任の追求と回避を応報的に繰

り返す殺伐とした関係性にあるのなら、そのような“儀

式”は必要とされないだろう。ならばもはや「(4)避難情

報」の存在意義は無い。廃止してしまって問題は無いだ

ろう。あたかも“行動指南型情報”としての役割を高度

に担うことが可能であるかのような“ふり”をした「(4)

避難情報」を中途半端に存続させたとしても、住民は空

表-3 警戒レベルに関する混乱の例 

ヤフーに「避難情報」寝耳に水 山形市、発令していないのに… 

「警戒レベル３相当 高齢者など避難」－－－。ポータルサイト「Yahoo! JAPAN」上で 18 日午後２時ごろ、こんな山形市の「避難情報」が掲載された。とこ

ろが、市は避難情報を発令しておらず、寝耳に水。サイトを見た市民から問い合わせを受けるなど、対応に追われた。どういうわけか。 

気象庁や自治体などが災害時に出す情報は５月末から、５段階の警戒レベルが付記されるようになった。気象庁は、警報や注意報といった防災気象情

報に合わせ、警戒レベルのどの段階に相当するかを付記。自治体は現地の情報なども合わせて、避難情報を発令するかどうかを判断する。 

サイトを運営する「ヤフー」（東京）によると、同社は気象庁から大雨の危険度に関するデータの配信を受けている。山形市では午後２時ごろ、山辺町と

の境付近で大雨の危険度が「警戒レベル３相当」に到達。気象庁が警戒レベルごとに規定した「住民がとるべき行動」を踏まえ、サイト上に「高齢者など避

難」と表示されたという。 

市は県警から問い合わせを受け、サイトに「避難情報」が掲載されているのを把握し、ヤフーに経緯を確認。約１時間後、雨が弱まると、表示は消えたと

いう。 

市の担当者は「市が避難情報を出したように見えて紛らわしい。台風シーズンになって、また同じことが起きなければいいが」と曇り顔だ。（上月英興） 

（2019.7.19, 朝日新聞, 朝刊, 山形全県, 23 ページ） 

甲府市が気象台に改善要望 避難勧告をヤフー呼び掛け混乱と 

甲府市は 7 日、市が避難勧告などを出していないのに、ヤフーが気象庁の情報を基にインターネットの防災情報サービスで「いますぐ避難」と呼び掛け

たとして、改善を要望する文書を甲府地方気象台に出したと明らかにした。 

市によると、ヤフーは 1 日、「警戒レベル 4」「いますぐ避難の判断をしてください」などと呼び掛けた。市には、住民から「本当に避難すべきなのか」「市

の情報なのか」といった問い合わせが 13 件あった。市は当時、避難勧告などには当たらないと判断していた。 

市は 2 日、「住民が混乱する」「実際に避難が必要な際の警戒感が薄れる」と、要望書を提出。9 日までの回答を求めた。 

（2019.8.7, 共同通信） 

ヤフーの避難通知で混乱 大雨 高崎市勧告の２時間前  ◆防災アプリで「いますぐ」 表現改善へ 

今月２３日深夜からの大雨と河川の増水を受け、高崎市が市内の一部地域に避難勧告を出した約２時間前に、防災情報をスマートフォンなどに提供す

るＩＴ大手・ヤフーなどの民間業者が「いますぐ避難」と通知していたことがわかった。大雨危険度通知と呼ばれるサービスだが、勧告の発令権限のある自

治体の判断を待たずに避難を呼びかける形となり、ヤフーは「誤解を招かぬよう、表現を改善する」（広報）と、通知内容の見直しを決めた。 

高崎市が避難勧告を出したのは２４日午前１時。市東部を流れる井野川が氾濫危険水位に達したことに伴う判断で、井野町や元島名町などの一部を対

象にした。 

一方、ヤフーは井野川上流の天王川に洪水の危険が高まったという情報を基に、２３日午後１１時１０分、「警戒レベル４相当 いますぐ避難」と、地域を

特定せずに防災アプリの利用者に通知した。 

市は避難指示や勧告を発令する際、河川の水量や上流の予想雨量などを踏まえ、市内５００以上ある町内会単位で判断していくが、ヤフーが通知した

時点では、気象台の注意報・警報もなく、勧告を出す検討はまだしていなかったという。 

このため、通知を見た利用者からは「避難した方がよいのか」などの問い合わせが相次いだ。市は「必要な場合は市が勧告や指示を出すので、情報に

注意してほしい」と回答したが、「通知は市民にとって紛らわしかったようだ」としている。 

〈大雨危険度通知〉 天気や災害情報を提供する「ヤフー」と「日本気象」が気象庁の協力事業者となり、今月１０日から提供しているサービス。大雨や洪水

で避難準備を呼びかける「警戒レベル３」相当になった場合などに同庁からの伝達を受け、両社は居住地などの市町村を登録済みの利用者にスマートフ

ォンのアプリやメールを通じて情報を知らせる。気象庁は「早めに避難してもらうための判断材料」と位置付けている。 

（2019.7.30, 読売新聞, 東京朝刊, 群馬23 ページ） 
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振りや見逃しによって生じたハズレの損害の責任を自治

体に向かって執拗に追及し続けるだろうし、それを回避

すべく自治体は、より早めに広範囲に機械的に「(4)避難

情報」を淡々と出し続けるだろう。その場合の「(4)避難

情報」は、水害時の人的被害を最小限に食い止めるため

に出されるものではなく、それはもはや、住民からの責

任追及を回避するための単なるアリバイ作りに過ぎなく

なってしまう。だとするなら、そのような不毛な悪循環

を抜け出すために、いっそのこと、その“元凶”である

「(4)避難情報」を廃止して経路[c]に依拠する社会を目指

したほうが、住民と自治体の双方にとってよほど健全で

あるように思えてならない。 

経路[c]だけで事足りる社会においては、「避難情報は

本当に必要か？」「避難情報を本当に廃止してしまって

良いのか？」という問いかけに対する答えは、上述のと

おり、当該地域の住民と自治体との間の関係性の如何に

よって大きく異なる可能性が高い、ということである。

本当に避難情報を廃止しても良いと考える場合、その人

が準拠する地域社会においては、住民と自治体との間に

殺伐とした関係性が存在する可能性が高いと予想される

（以降、この関係性のことを“分断的な関係性”と呼称

する）。一方、避難情報は廃止しないほうが良いと考える

場合、その人が準拠する社会には、住民と自治体との間

に信頼関係や一体感が存在する可能性が高いと予想され

るのである（以降、この関係性のことを“一体的な関係

性”と呼称する）。 

（２）仮説検証のための調査 

以上の考察に基づけば、避難情報廃止論という思考実

験が問いかけるものは、単に「(4)避難情報」を廃止すべ

きか否かといった表面的な議論だけではなく、それへの

賛否をもってして、その人の準拠社会における住民と自

治体との関係性についての認識の在りようを問いかけて

くるものである、と解釈される。このような仮説の妥当

性について、以降では簡便なアンケート調査に基づき検

証を試みる。 

アンケート調査の実施概要は表-4 に、有効回答者の緒

属性は表-5 および表-6 に、それぞれ示すとおりである。 

検証にあたっては、まず、回答者が「避難情報廃止論」

の要点を正しく理解しているか否かを判別する必要があ

る。不理解のままに字面だけで反射的に賛否の反応を示

している可能性を排除する必要があるためである。「避難

情報廃止論」の理解の要点とは、前章までにも繰り返し

強調するように、「住民自身の避難判断には避難情報よ

りも防災気象情報のほうが有用である」という点である。

このことに対する正確な理解を得ぬままに、単に「避難

情報廃止論」への賛否を問うたところで無意味である。

このため、調査では、表-7 に記すような説明文を回答者

に提示すことで、まずは「避難情報廃止論」の要点につ

いて説明したうえで、「避難判断には避難情報と防災気

象情報のどちらの情報が有用と思うか」を問うている。

これを[Q1]と呼称することとする。 

つぎに、避難情報廃止論への賛否を問う質問を設けて

いる。調査の簡便さや回答者への負担を考慮し、ここで

は、避難情報廃止論における 4 つの version のいずれかを

特定せず、より端的に「避難情報を廃止することへの賛

表-4 調査実施概要 

実施期間 2019年10月29日～30日 

実施方法 
インターネット調査会社（株式会社クロス・マ

ーケティング）が保有するモニターリストから

抽出（対象は全国、年齢階層・性別で均等割付） 

有効回答 
全回収数 1000 件から、逆転項目に矛盾のある

回答者を除外した741件 

 

表-5 有効回答者数（性別・年代別） 
 性別 

 男性 女性 

年

齢 

20歳代 73 (9.9%) 76 (10.3%) 
30歳代 70 (9.4%) 72 (9.7%) 
40歳代 68 (9.2%) 81 (10.9%) 
50歳代 74 (10.0%) 80 (10.8%) 
60歳代 73 (9.9%) 74 (10.0%) 

 

表-6 有効回答者数（地域別） 
北海道 43 (5.8%) 
東北 45 (6.1%) 
関東 315 (42.5%) 
北陸 27 (3.6%) 
中部 85 (11.5%) 
近畿 126 (17.0%) 
中国 32 (4.3%) 
四国 13 (1.8%) 

九州沖縄 55 (7.4%) 

 

表-7 調査で提示した説明文 

市町村が発表する「避難情報（『避難準備・高齢者等避難開始』、『避

難勧告』、『避難指示（緊急）』）」は、場合によっては「空振り（発表

したのに災害が発生しなかった）」に終わったり、あるいは「見逃し

（発表していないのに、災害が発生してしまった）」になってしまう

ことが過去には数多くあり、多くの批判を受けてきました。 
一方、様々な「防災気象情報」は、雨量や河川水位などが基準値

を超えれば気象庁などから自動的・機械的に発表されるものです。

近年では、インターネットやパソコンやスマートフォンの普及が進

んだことにより、誰でも簡単に「防災気象情報」をリアルタイムで

入手することが可能になりました。 
このことは、つまり、市町村による「避難情報（『避難準備・高齢

者等避難開始』、『避難勧告』、『避難指示（緊急）』）」の発表をあてに

しなくても、インターネットやパソコンやスマートフォンが自動的

に知らせてくれる「防災気象情報」をもとにすれば、災害発生の危

険性や避難の必要性をわれわれ住民自身が主体的に判断できるとい

うことです。 
こうなってきますと、「空振り」や「見逃し」が付きまとう「避難

情報（『避難準備・高齢者等避難開始』、『避難勧告』、『避難指示（緊

急）』）」という情報は、もはや情報としての価値は少なく、冗長であ

るとも言えます。「防災気象情報」さえあれば事足りる、ということ

です。わたしたち住民は、「避難情報」による「見逃し」や「空振り」

によって右往左往する必要はもはや無いと言えるかもしれません。 
このことを踏まえて、以下の問いにお答え下さい。 

 



及川康：避難情報廃止論とは何か, 災害情報, No.19(1), pp.35-46, 2021年. 

否」として問うこととした。これを[Q2]と呼称すること

とする。 

最後に、防災をめぐる行政と住民との関係性に関する

認識を問う質問を、表現を若干変化させた計 3 つのパタ

ーンで設けた。これらを[Q3a]、[Q3b]、[Q3c]と呼称する

こととする。 

（３）検証結果 

まず、図-2 に示す結果に基づき、避難情報廃止論の要

点に関する回答者の理解の状況を確認する。 

[Q1]の回答状況からは、「避難判断には避難情報よりも

防災気象情報のほうが有用」と考えている回答者、すな

わち、避難情報廃止論の要点を了解した回答者は、有効

回答者の約 20%にあたる 148 人であることがわかる。残

りの 424 人（57.2%）は「どちらともいえない」として

おり、169 人（22.8%）は「避難判断には防災気象情報よ

りも避難情報のほうが有用」と考えている様子がわかる。 

防災気象情報よりも避難情報のほうが有用と考える回

答者（169 人）において、[Q2]の避難情報を廃止するこ

とへの賛否について「反対（廃止すべきではない）」が大

多数（81.1%）を占めるというのは、いわば当然のこと

であり、特段の違和感は無い。自分が信頼するもの（避

難情報）を廃止しようとするアイデアに対して、反対の

意向を示すことは、ごく自然な反応といえる。 

一方、避難情報よりも防災気象情報のほうが有用と考

える回答者（148 人）においては、[Q2]に対して、なら

ば避難情報は廃止してよい（賛同）との回答が大幅に増

防災気象情報

避難情報

どちらとも
いえない

【[Q2] 避難情報を廃止することへの賛否】

0% 100%50%

(n=148)

(n=424)

(n=169)

賛同（廃止してよい） どちらともいえない 反対（廃止すべきではない）

14.9

5.7

6.5

29.1

50.9

12.4

56.1

43.4

81.1

[Q1] 避難判断にどちらの
情報が有用だと思うか

 
図-2 「避難判断にどちらの情報が有用か」の認識別にみる「避難情報を廃止することへの賛否」 

 

 

賛同
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反対
（廃止すべきではない）
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(n=22)
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【[Q3a] 防災行政と住民との関係性の呼称として相応しいものは】
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【[Q3b] 防災行政と住民との望ましい関係性について】
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図-3 避難判断には避難情報よりも防災気象情報のほうが有用と考える回答者における 

「避難情報を廃止することへの賛否」と「防災行政と住民との関係性の認識」との関連性 
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加し、避難情報は廃止すべきではない（反対）との回答

が大幅に減少しても良さそうなところではあるが、その

ような傾向は若干にとどまっており、依然として、避難

情報は廃止すべきではない（反対）とする回答が過半数

（56.1%）を占めるに至っている。避難判断には避難情

報よりも防災気象情報のほうが有用である（つまり、経

路[c]だけで事足りる）ということを了解しつつも、なら

ば避難情報を廃止してもよいと考えるか、それでもなお

避難情報を廃止すべきではないと考えるか、両方の見解

が混在した状況であると言える。 

この状況において、避難情報を廃止すべきではないと

考える場合、その人が準拠する地域社会においては、防

災をめぐる行政と住民との間に信頼関係や一体感が色濃

く存在すると予想するのが本章における仮説であった。

逆に、そこで避難情報を廃止してもよいと考える場合、

その人が準拠する地域社会においては、防災をめぐる行

政と住民との間には信頼関係や一体感は存在しにくいと

予想するのが本章における仮説であった。図-3 からは、

その予想を概ね支持する傾向を読み取ることが出来る。

すなわち、[Q3a]、[Q3b]、[Q3c]のいずれの表現において

も、避難情報を廃止すべきではないとする回答者におい

ては、廃止してよいとする回答者に比べて、防災行政と

住民との間に「わたしたち」と呼ぶに相応しい関係性、

あるいは「一体感」と呼ぶに相応しい関係性、あるいは

「防災の責任を一緒に共同で」担っていこうとする気概

が、より強く存在する可能性を示唆する結果となってい

る。 

以上の検証から、「避難情報廃止論という思考実験は、

それへの賛否をもってして、その人の準拠社会における

住民と自治体との関係性のありようを、その人がどのよ

うに認識しているのかを問いかけてくるものである」と

の解釈には、一定程度の妥当性があり得ると言えそうで

ある。 

ただし、このような解釈にのみ立脚するなら、ともす

ると避難情報廃止論という思考実験は、その人の準拠社

会における住民と自治体との関係性のありようを尋問す

るだけの単なる“踏み絵”のような位置づけへと矮小化

されて解釈されてしまうのではないかと危惧するところ

でもある。ここで見たような「避難情報廃止論への賛否

意識」と「防災行政と住民との関係性に関する認識」と

のあいだに見出される関連性は、どちらかのみが原因で

どちらかのみが結果といったような因果関係として短絡

的に解釈すべきではないと思うのである。著者は、避難

情報廃止論という思考実験は、決して“踏み絵”などで

はなく、防災をめぐる行政と住民との関係性のあるべき

姿に関する“熟議”をもたらしうるものとして、より前

向きな立ち位置をそこに付与したいと考えている次第で

ある。 

 

６．おわりに 

氾濫が生じ得るエリアに居住する住民にとって、水害

時に「(4)避難情報」の対象か否かだけで一喜一憂するの

は本質的ではない。「(4)避難情報」に“行動指南型情報”

としての役割を期待するのには無理があるのである。よ

り生の情報、すなわち「(3)防災気象情報」に目を向ける

ほうが得策である、というのが避難情報廃止論の最も基

盤となる論点であることが、本稿における考察を介して

あらためて整理されたと言える。 

一方、避難情報廃止論という思考実験が我々に問うも

のは、単に「(4)避難情報」を廃止すべきか否かといった

表面的な議論だけではない。もしも「(3)防災気象情報」

で事足りる環境が十分に整うのであれば、そのもとでな

お「(4)避難情報」が必要と考えるのか否かの判断は、住

民の避難判断とは別の論理、すなわち、その人の準拠社

会における住民と自治体との関係性についての認識の如

何によって大きく異なる可能性があるということを提起

するものであった。我々はそこで、防災行政と住民との

間に「一体的な関係性」が存在する社会を目指すのか、

それとも、「分断的な関係性」を目指すのか、あるいはそ

れらとは別な社会のあり方を模索するのか、と問われる

ことになる。我々はこの議論を避けるべきではない。真

摯な熟議が必要である。 

「(4)避難情報」の在り方をめぐる議論において、たと

えば矢守（2016）や辻（2016）なども、当事者の「関係

性」に目を向けることの重要性を強調する。矢守（2016：

p.7）は「『いかにも避難指示が出そうだ』という〈感覚〉

を、実際に避難する人たちが、事前に共有するための営

みが死活的に重要となる。」と指摘する。辻（2016：p.15）

は「主体A が客体B に避難を指示・勧告するという〈関

係性〉から、B がA とともに主体となって『私たち』が

避難宣言をするという〈関係性〉へ。」と言及している。

いずれも、現実の状況が「分断的な関係性」により近く

なってしまっているのではないかという問題意識に端を

発し、それに対して、「一体的な関係性」を目指すアプロ

ーチの重要性を指摘するものである。この点に関して本

稿も全く異論は無い。一方、典型的な都市的コミュニテ

ィなどのように、そのアプローチに沿った実践が困難で

あり「分断的な関係性」に留まらざるを得ない状況であ

る場合、それでもなお、ただひたすらに「一体的な関係

性」を寡黙に目指すことだけが唯一の選択肢ではないこ

ともまた現実であろう 4)。「分断的な関係性」にあること

を甘受するなら、そこでの次善の策として「(4)避難情報」

を廃止することも選択肢のひとつであることを提示した

うえで、そのどちらの関係性を目指すのか（甘受するの

か）を迫るのが避難情報廃止論であると言えよう。 

ところで、2019 年の出水期には、甚大な浸水被害が日

本各地を立て続けに襲った。「(4)避難情報」に関して言

えば、空振りもあったし見逃しもあった。空振りを恐れ

ず早めに広範囲に出された「(4)避難情報」の対象者も膨
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大な人数に上った。「(4)避難情報」が自治体全域を対象

に発せられるという事態も、そう稀なことではなくなっ

た。その意味では、全てではないにせよ少なくない自治

体において、現時点での「(4)避難情報」はもう既に、水

害時の人的被害を最小限に食い止めるために出されるも

のではなく、住民からの責任追及を回避するための単な

るアリバイ作りに成り下がってしまっている可能性があ

る。そのような現状において、我々の住む社会が、互い

に責任の追及と回避を応報的に繰り返す殺伐とした社会

と化しているということを認めるならば、いっそのこと

「(4)避難情報」は本当に廃止してしまったほうが健全で

ある。その実践のための version は少なくとも 4 つほど提

起されているので、それらから相応しい version を選べば

よいということになる。しかし、我々の住む社会には防

災行政と住民との間に信頼関係や一体感が存在する、あ

るいは、現状ではそれは薄れつつあるとしても将来的に

はそれの再構築を目指すべきとの信念が僅かでも存在す

るのであれば、その限りではないのかもしれない。 
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補注 

1) 及川ら（2016）における呼称は「避難勧告廃止論」であっ

たが、そこでは、「避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・

高齢者等避難開始」の 3 つを合わせた総称として「避難勧

告等」と呼称していたことを受けての「避難勧告廃止論」

であった。本稿では、「避難指示（緊急）、避難勧告、避難

準備・高齢者等避難開始」の3つを合わせた総称として「避

難情報」を用いることから、それに合わせて「避難情報廃

止論」と呼称することとした。いずれも主旨は同じである。 

2) 厳密には予測型と非予測型とに分けて議論すべきところか

もしれない。このうち、非予測型の「(3)防災気象情報」は、

観測値が“基準”に達したことをお知らせする情報に過ぎ

ない。したがってそこに発信者サイドの主観や解釈は含ま

れない。一方、予測型の「(3)防災気象情報」に関しても、

“基準（どの数理モデルを採用するか、どのようなパラメ

ータを用いるか、どの予測結果を採用するか、等のルール）”

が予め定まっているのであれば、ここでも発信者サイドの

主観や解釈は含まれない。ただし、予測型であれ非予測型

であれ“基準”をどのような内容とするのかを決める段階

においては、広義の発信者サイドによる何らかの判断（主

観や解釈）がそこに含まれるとみなすこともできるかもし

れない。しかしながら、ひとたび“基準”が定まれば、そ

の“基準”に則って「“基準”に達したことを通知する情報」

が生成され発信される。少なくともその「“基準”に達した

ことを通知する情報」は、その“基準”を満たしていない

のに発信されることは「ない」。控えめに表現したとしても、

現在の日本において、その発信者（担当者）がもしも「な

ぜその情報を発したのか」と問われたなら、そこでは「○

○という基準に則って発信しました」と答えるのが一般的

であろう。そこで「わたしの主観で解釈して発信しました」

などとは決して答えないと思われるのである。ましてや、

その情報が仮にハズレたとしても、（よほどの瑕疵や悪意が

ない限りは）そのことに対して謝罪などはすべきでない。

「(3)防災気象情報」は、避難判断の「責任」を負うことは

出来ないのである。それは、たとえ「○○警報」のように

ある種の行動喚起を意図するかの如くの名称を帯びる「(3)

防災気象情報」であったとしても、例外ではない。「○○警

報」も、あくまでも「“基準”に達したことを通知する情報」

なのである。 

3) 及川（2019）ではhard / softではなく strong / weakという形

容詞が用いられていたが、いずれも主旨は同じである。本

意として、いずれかのversionが優れている（劣っている）

ことを主張するものではないため、その誤解を避けるため

に、本稿ではhard / softを用いることとした。なお、現状制

度からの変更度合いを表す形容詞としてhard / softを用いて

いるが、一方で、「(2)住民」側の主体性が要求される度合い

を表そうとするなら、序列は逆となり、soft / hardとすべき

かもしれない。 

4) たとえば、「典型的な農村的コミュニティ」においては「一

体的な関係性」を目指すアプローチを実践することは可能

かもしれない。一方、「典型的な都市的コミュニティ」にお

いて「一体的な関係性」を目指すアプローチを実践しよう

としても、多くの場合は困難であることが想像される。 

 

参照文献 

及川康（2019）, 避難情報廃止論, 日本災害情報学会第 21 回学

会大会予稿集, pp.42-43. 

及川康, 片田敏孝（2016）, 避難勧告等の見逃し・空振りが住民

対応行動の意思決定に及ぼす影響, 災害情報, No.14, 

pp.93-104. 

片田敏孝（2012）, 人が死なない防災, 集英社新書. 

田中淳 (2008), 災害情報のジレンマ, 災害情報論入門（田中

淳・吉井博明 編）, p.214. 

棚瀬孝雄（1994）, 現代の不法行為法, 有斐閣. 

中央防災会議 防災対策実行会議 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

（2018）, 平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害か

らの避難のあり方について（報告）. 

辻大介（2016）, 災害情報研究の言語行為論的展開へ向けて‐

矢守克也論文へのコメンタリー‐, 災害情報, No.14, 

pp.11-16. 

内閣府（防災担当）（2014）：避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル作成ガイドライン. 

内閣府（防災担当）（2019）, 避難勧告等に関するガイドライン

①（避難行動・情報伝達編）. 



及川康：避難情報廃止論とは何か, 災害情報, No.19(1), pp.35-46, 2021年. 

橋下徹（2018）, 住民が「なかなか避難してくれない」避難勧

告の見直し方, 橋下徹通信 vol.59, プレジデント, 2018.10.1

号, プレジデント社, p.16. 

矢守克也（2016）, 言語行為論から見た災害情報‐記述文・遂

行文・宣言文‐, 災害情報, No.14, pp.1-10. 

 

（原稿受付 2020.6.30） 

（登載決定 2020.10.12）



及川康：避難情報廃止論とは何か, 災害情報, No.19(1), pp.35-46, 2021年. 

 

The Counterargument to Evacuation Information Supremacism 
 

 

Yasushi Oikawa１ 

 
１Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Science and Engineering, Toyo University

（oikawa053@toyo.jp） 

 

 

ABSTRACT 

 

In the event of a flood, it is not essential that residents who live in an area where flooding can be occur feel 

worried about whether or not they are subject to “Evacuation Information (EI).” It is impossible to expect the role of 

action guidance in the EI. The main point of “The Counterargument to Evacuation Information Supremacism 

(CAEIS)” is that it is better to rely on more raw information, namely, “Weather Information for Disaster Prevention 

(WIDP).” 

On the other hand, what the CAEIS asks us is not merely a superficial debate on whether the EI should be 

abolished. The CAEIS argues that if the WIDP is sufficient, the need for the EI depends on a different issue than the 

need for evacuation of residents. The CAEIS argues that the need for the EI can vary widely depending on how the 

person perceives the relationship between residents and local governments in the society to which the person 

belongs. The CAEIS asks us whether we should aim for a humane society where there is a trusting relationship and 

a sense of unity between residents and local governments, or a heartless society in which people repeatedly pursues 

responsibility and avoids each other. 

It would be an unexpected pleasure if the CAEIS could serve as an opportunity for a sincere discussion about 

whether the EI is really needed. 
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