
 

 

災害時の防災情報と減災への活用について  

 

        独立行政法人北海道開発土木研究所 河川研究室   ○横山 洋  

渡邊 康玄  

                       留萌開発建設部  井出 康郎  

 

まえがき  

水害、火山の噴火、地震等自然災害の被害軽減策として、防災施設の整備とならん

で、ハザードマップの作成・公表等、地域住民を含めた防災意識の向上、災害時の避

難計画策定等危機管理の重要性が認識されてきている。これら災害時の危機管理を行

う上で、情報の占める役割は非常に重要である。  

本研究では 2000 年（平成 12 年）有珠山噴火を事例に、住民アンケート及び関係機

関への聞き取り調査を行い、地方自治体、防災機関、地域住民それぞれの立場から見

た災害情報についてその実態を把握することを試みた。ここでは災害情報に対する住

民の認識、避難行動を起こすまでの住民の意思決定のプロセス、住民に伝えられる情

報の内容、情報が住民の行動に及ぼす影響とそれに対する反応に着目し整理している。

これらの調査結果をもとに、災害時の情報に求められる要素、適切な情報提供方法、

情報コミュニケーションを行う上で必要な事項を検討した。  

 

１．2000 年有珠山噴火の概要 

 有珠山は虻田町、壮瞥町、伊達市の１市２町にまたがっており、山ろくには洞爺湖

温泉街が存在する。有珠山は記録に残っている 1663 年以後、7 回にわたり噴火してお

り、 1822 年の噴火時には火砕流により 50 名の死者を出している。 1943～ 45 年の噴火

では昭和新山が形成された。前回の 1977

年噴火から 23 年ぶりとなった今回の噴火

について概略を述べる。  

噴火 4 日前にあたる 3 月 27 日から有珠山

近隣では、火山性地震が次第に増加してき

た。28 日、北海道大学有珠山観測所長岡田

教授は会見で噴火の可能性に言及し、室蘭

地方気象台は臨時火山情報を発表した。同

日虻田、壮瞥、伊達、豊浦の 4 市町にそれ

ぞれ災害対策本部が設置された。29 日気象

台は緊急火山情報を発表し、虻田町、壮瞥

町、伊達市の一部地域で避難勧告・避難指

示が発令された。30 日には避難指示区域は

さらに拡大された。そうした中、31 日午後

1 時 10 分、西山山ろくから噴火した。虻田
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町では避難指示地域を拡大し、この時

点で約 9 割の住民が避難指示を受ける

こととなった。同日、政府は有珠山噴

火非常災害対策本部の設置を決定し、

伊達市役所に政府の現地対策本部が置

かれた。 4 月 1 日と２日には金毘羅山

西側山ろくで再噴火した。  

今回の噴火では、最大時で約 7000

世帯、 16000 人が避難した。その後火

山活動は徐々に沈静化し、避難指示に

ついても段階的に解除されていった。

避難住民の帰宅及び仮設住宅等への移

動により、避難所も徐々に縮小されて

いった。8 月 11 日には政府有珠山噴火

非常災害対策本部が解散、8 月 28 日に

はすべての避難所が運営を終了した。  

 

２．住民アンケート調査について  

アンケートは住民の避難行動時の

情報入手、避難の意思決定過程と情報

の関係、避難生活時期の情報に対する

住民のニーズ把握及び今後の住民へ

の情報提供の課題点を把握すること

を目的に行っている。壮瞥町及び虻田

町で選挙人名簿に基づき、 2000 年 12

月 2 日現在で 20 歳以上の男女を無作

為抽出により 1300 名選定した。アン

ケート対象者は避難を実施した地区

に限定せず、町内全域の住民からラン

ダムに選出している。調査は郵送形式

で行い、 620 名の方から回答をいただ

いた。回収率は 48%である。以下に主要な結果を示す。  

 

２－１．回答者の属性  

図 -2 は今回の回答者の年齢層である。また男女の回答者総数に占める割合はほぼ半

数ずつであった。図 -3 は噴火で自宅から避難した人の割合である。虻田町で回答者の

95%、壮瞥町で 49%の人が実際に避難している。虻田町を約 9 割の町民に避難指示を

出しており、壮瞥町では約 1 割の住民に避難指示を出し、約 3 割に自主避難を要請し

た。アンケート結果は実際の避難状況を概ね反映しているといえる。  

表 -1 2000 年有珠山噴火時の主な出来事  

3月27日 朝方から火山性地震が始まり、夜にかけて次第に
増加する。

3月28日 0:50 室蘭地方気象台、火山観測情報第1号を発表。
2:50 室蘭地方気象台、臨時火山情報第1号を発表。
8:30 壮瞥町が災害対策本部設置。
9:30 伊達市、虻田町が災害対策本部設置。
11:00 北大有珠山観測所岡田教授が会見。「噴火の可

能性が高い」。
この後、伊達市、壮瞥町、虻田町の一部地区に対
して自主避難勧告が出される。

3月29日 10:00 北大岡田教授会見。「一両日中から数日内に噴火
する可能性が高くなった」。

11:10 室蘭地方気象台、初の緊急火山情報発表。
この後伊達市、壮瞥町、虻田町の一部地区に対し
て避難勧告が出される。

15:20 胆振支庁、陸上自衛隊に災害派遣の出動を要請
する。

18:30 伊達市、虻田町、壮瞥町内の避難勧告区域が避
難指示に変更される

3月30日 10:00 有珠山現地連絡調整会議がハザードマップの見
直しを行う。火砕流・火砕サージに襲われる危険
区域を拡大した。
虻田町が避難指示地域を拡大する。

3月31日 13:1013:1013:1013:10 有珠山西側山ろくから噴火有珠山西側山ろくから噴火有珠山西側山ろくから噴火有珠山西側山ろくから噴火
13:30 虻田町が高砂町、泉地区の住民に豊浦町方向へ

の避難を指示する。
14:00 政府、有珠山噴火非常災害対策本部を設置。

自衛隊、JRの臨時避難列車等で虻田町住民が豊
浦、長万部方面へ避難する。
虻田町は町民の9割が町外の避難所へ移動した。

4月1日 2:502:502:502:50 有珠山西側山ろくで再び噴火有珠山西側山ろくで再び噴火有珠山西側山ろくで再び噴火有珠山西側山ろくで再び噴火
11:5011:5011:5011:50 洞爺湖温泉街近くの金毘羅山西側山腹から新た洞爺湖温泉街近くの金毘羅山西側山腹から新た洞爺湖温泉街近くの金毘羅山西側山腹から新た洞爺湖温泉街近くの金毘羅山西側山腹から新た

な噴火が始まる。な噴火が始まる。な噴火が始まる。な噴火が始まる。
4月2日 午後 豊浦町に避難した虻田町民約2000人が洞爺村、

長万部町の避難所へ移動する。
4月3日 虻田町の役場機能が豊浦町へ移転する。

各避難所で陸上自衛隊が上空から撮影した虻田、
壮瞥町の様子をビデオ上映する。

4月5日 火山噴火予知連絡会、「大規模爆発が今後1、2週
間以内に起こる可能性が高い」と発表。

4月7日 伊達市有珠地区の避難農家に1時間の一時帰宅
が許可される。
有珠漁協、虻田漁協に、8日からホタテ養殖場へ
の立ち入り（1日に2時間）が許可される。

4月8日 壮瞥町の一部避難住民が一時帰宅。
※この後、順次一時帰宅が実施されていく

4月12日 火山噴火予知連絡会が「現状では大規模噴火を
示す現象は見られない」と、従来の見解を軌道修
正する。
※段階的な避難指示解除が始まる

4月20日 交通規制、大幅に解除される。
5月6日 北大岡田教授、宇井教授が有珠山の状況につい

て壮瞥町で住民説明会を行う。
5月8日 FMレイクトピア、放送開始。
6月1日 北大岡田教授、宇井教授が有珠山の状況につい

て虻田町で住民説明会を行う。
8月11日 有珠山噴火非常災害現地対策本部が解散。
8月28日 避難所がすべて閉鎖される。  



 

 

図 -4 は、災害時に家族の中における避難時に自力避難することが困難な人の有無に

ついて示したものである。回答者本人も含むと、約 2 割の家庭に自力避難が困難な人

がいることがわかる。図 -5 は噴火体験の有無についてである。過去に有珠山噴火を体

験したことのある人は、両町とも 8 割にのぼる。前回（ 1977 年）の噴火経験者が大部

分であるが、前々回（ 1943 年）の噴火も経験した回答者が虻田町で 7%、壮瞥町で 18%

いた。図 -6 は噴火前の近所付き合いの程度についてである。ここではあくまで回答者

の主観で答えていただいた。「盛んである」と「どちらかといえばある」を足した場合、

虻田町で 65%、壮瞥町で 77%であった。図 -7 は噴火前に防災訓練、火山防災に関する

講習会・研修会への参加経験についてである。虻田町で約 15%、壮瞥町で約 21%の人

が、参加経験ありと答えている。  

 

２－２．避難実行時の情報入手について  

次いで避難決断の過程を尋ねた。図 -8 は今回の噴火で、有珠山が噴火するかもしれ

ないと考えた時期である。4 割の人が、火山性地震の時点で噴火可能性を考えており、

火山活動に敏感で関心が高いことが伺える。その他、北大有珠山観測所岡田教授が数

日以内の噴火の可能性に言及したこと、役場からの自主避難要請・避難勧告が出され

たことと答えた人が多く、噴火まで心配していなかった人は少数であった。図 -9 は実

際に避難した人を対象に避難を決定するにあたり気持ちを固めるのに有効であった情

報を尋ねた結果である。役場からの避難要請・避難勧告が最も多く、役場が提供する

図 -3 避難の有無  

図 -5 過去の噴火経験について  図 -4 家族内の避難時要援護者の有無  

図 -6 噴火前の近所付き合い  図 -7 噴火前の防災訓練、火山防災に

関する講習会・研修会への参加経験  

図 -2 回答者の年代層  
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情報が住民の避難の判断に大き

くこと、前回の噴火体験、北大

した人も多く、これらの項目は

の避難意思決定に、過去の被災

ニティーの果たした役割も大き

た方法を示している。両町とも

町では防災無線で知った人も

備えて入手しようとした情報を

る。実際に避難した人の中では

 

２－３．避難生活期における情

図 -12 は避難所で過ごした日
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回答数 n = 6 2 0
く影響を与えているといえる。その他火山性地震が続

有珠山観測所岡田教授の見解、親戚からの助言と回答

自主的に避難した人ほど高い割合を占めていた。今回

経験、日ごろからの火山への関心の高さ、地域コミュ

かったことが伺える。図 -10 は役場の避難勧告を知っ

役場の広報車、テレビ・ラジオの割合が大きい。壮瞥

多かった。図 -11 は実際に避難した人を対象に、避難に

尋ねた結果である。火山活動の今後が最大となってい
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を送っている。壮瞥町では 1 週間未満の人が

半数以上であり、虻田町民の避難生活が長引

いたことを示している。図 -13 は避難してい

ない人も含めた避難生活時期の情報源である。

両町ともにテレビ・ラジオなどマスメディア

をあげる人が最も多い。また大半の町民が避

難した虻田町では、避難所での掲示や町の広

報誌も大きな割合を占めている。役場の説明

会は両町ともほぼ 3 割であり、大きな位置を

占めている。北大岡田教授・宇井教授による

火山活動状況の説明会も 3 割程度の人があげ

ており、住民の火山情報理解において、学識

経験者の存在が大きかったといえる。図 -14

は避難していない人も含めた避難生活時期に

知りたかった情報である。有珠山の現状と今

後、火山情報・映像情報、自宅の災害危険度・

被災状況、交通情報、役場の災害対応が大き

な割合を占めている。虻田町ではほとんどの

住民が避難したことを反映しているためか、

自宅の場所の災害危険度、被害状況をあげた

人がほぼ 9 割にのぼっている。壮瞥町では有

珠山の現状に次いで交通情報が７ 6%を占め

ている。これは広範な交通規制により幹線道

路が遮断され、通勤や買物等の日常生活や商

店への物流が滞るなど、住民生活への影響が

大きかったことが背景として考えられる。そ

の他、知り合いの行く先や生活に密着した情

報（生活、物資情報、雇用情報など）は全般

的に高い関心が寄せられていた。図 -15 に避

難先で役に立った情報を示す。役場の広報、

自衛隊の映像情報、気象台の火山情報が高い

割合を示す。特に避難した人の中では、映像

情報と役場の広報が役立ったと回答する人が

多い。  

 

２－４．住民と行政・関係機関の災害情報伝達  

図 -16 に噴火前からアンケート実施時に至

るまでの役場、関係機関への通報・問合わせ

の内容について示す。役場や道の支援策など

図 -12 避難所で過ごした日数  
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図 -14 避難生活時期に知りたかった
情報（複数回答可）  



 

 

生活関連の情報を求めていたことがわかるとともに、マスコミで流れた情報の確認も

多い。住民が安心できる情報の提供及び現況の確認を行政サイドに求めていると考え

られる。図 -17 は今回の噴火災害で住民が慣れるのに時間を要したあるいは理解でき

なかった災害・防災用語である。火砕流、熱泥流などの火山用語、気象台の火山情報、

避難情報に関する用語は理解度が高い。これは日常から住民の火山への関心が高いこ

とや、広報誌等による住民への解説による啓蒙が大きいと考えられる。一方、今回の

噴火では新たな用語が使われた。１つは避難解除期において、噴火時の危険性が高い

地域を、高い順に C1、C2、 C3 の 3 段階に分類して定義した「カテゴリー分類」であ

る。もう１つは北海道の復興計画基本方針において、有珠山の周辺の土地利用につい

て噴火時に予想される危険性をもとに土地利用用途別にＡ，Ｂ，Ｘ，Ｃの４つの区域

に区分した「土地利用ゾーニング」である。今回の噴火時に新たに出てきた言葉につ
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図 -15 避難生活時期に役立った情報
（複数回答可）  
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図 -16 役場・関係機関への通報・問い合
わせの内容（複数回答可）  

図 -17 災害・防災用語のうち慣れるのに  
   時間を要したものや理解できない  

もの（複数回答可）  
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図 -18 今回の噴火を受けて住民が望む  
    情報伝達の改善点（複数回答可） 



 

 

いて、ほぼ半数の人が慣れるのに時間を要したあるいは理解できないと答えている。新

たな用語を用いる場合には、十分な解説と啓蒙活動が必要であるといえる。図 -18 は

今回の噴火を受けて住民が望む今後の情報伝達の改善点である。各種情報（交通情報、

映像情報、行政の対応等）を自宅や避難所で一覧できるようにしてほしいという意見

が多く寄せられている。これは映像情報への住民の要望が大きかったこと、及び交通

規制による住民生活への影響が大きかったことがあげられる。また 4 割の人が迅速な

情報提供を求めている。以上より、自宅や避難先で迅速に様々な災害情報の収集がで

きることを住民が要望しているといえる。  

 

３．行政・関係機関から住民の災害情報の提供について  

次いで行政及び関係機関から住民への災害情報の提供について考察を行う。以下で

は、行政機関、関係機関からの聞き取り調査結果、当時のマスコミ報道等も踏まえて

考える。  

３－１ 平常時の広報活動  

有珠山噴火に関する平常時からの取り組みとして、有珠山周辺の自治体は 1995 年ハ

ザードマップを公表し、住民に有珠山の火山活動で想定される状況・危険性や避難場

所、避難経路等を示した。また火山シンポジウムや北大有珠山観測所岡田教授による

講演会、学校行事での取り組み等、住民を含めた形で日常から防災意識の啓発に心が

けてきた経緯がある。また壮瞥町では広報誌へ火山用語の解説を掲載し、わかりにく

い言葉の理解を図るなどしてきた。有珠山噴火前に周辺自治体が迅速な行動を開始で

きた背景には、住民が前回の噴火経験があったことに加え、先述した日常からの様々

な取り組みにより、「有珠山は噴火する山である」という意識があったためと考えられ

る。  

３－２ 避難時について  

噴火前の避難について行政側の対応、住民の避難行動ともに大きな混乱はなかった。

アンケート調査を見ると、27 日の火山性地震が増加した時点で噴火するかもしれない

と考えた人がアンケート回答者の 4 割を占めており、住民は 28 日の役場による自主避

難要請以前に有珠山噴火の予兆にすばやく反応していたことが伺える。また自主避難

した人と役場の自主避難要請で避難した人を合わせると虻田町で避難者の約半数、壮

瞥町で約 8 割であり、自主的に避難した住民が多いことが伺える。このように火山活

動や避難に関して住民意識が高いことが、噴火前に迅速な避難行動を可能にした要因

の１つと考えられる。  

３－３ 避難生活時  

今回の噴火では広範囲にわたる交通規制を実施した。これは危険地域への立ち入り

を規制したものであるが、幹線道路が分断されることにより、通勤や買物などの日常

生活や日用品の仕入れ等に支障が出始めた。対応策の一例として、壮瞥町では 4 月 2

日から避難住民の買物バスを運行している。また事前に自治体が通行証を発行して交

通規制地域への立ち入りを許可したにもかかわらず、現地の警察官にそれが伝わって

いなかった事例もあったようである。これは交通規制の現場に他県等からの応援部隊



 

 

も入っており、関係機関間での調整不足や情報伝達についての時間のずれが一因と考

えられる。  

今回のアンケート調査では、避難生活において重要な情報源であったマスコミにつ

いて質問を行った。住民はマスコミ報道のよい点として速報性、また悪い点として被

害や生活苦などを過度に強調していることをあげている。また、取材時のプライバシ

ーへの配慮不足、デリカシー不足（深夜、早朝の取材）をあげた人もいた。  

避難生活が長引く中、デマや語情報も見られようになっており、アンケート調査で

も約 2 割の住民が「デマや誤情報があった」と答えている。その内容は再噴火、火砕

流など様々であった。この原因としては避難生活の長期化による住民の不安や、自宅

の状況に関する情報が不足していたことが要因の一つと考えられる。自衛隊等による

映像情報や住民の一時帰宅には、自宅や居住地の状況を確認でき安心できるという効

果もあったと考えられる。  

行政側が住民の避難場所を把握することは、行政からの情報を迅速かつ適切に伝達

するには不可欠である。壮瞥町では「避難カード」を住民に記入してもらい、避難時

の所在把握に備えていたようである。  

虻田町では避難解除期の 5 月 8 日、コミュニティー FM 放送（ FM レイクトピア）が

放送を開始し、住民への情報伝達方法として機能し始めた。またテレビ、ラジオのマ

スメディアに加え、地元の新聞社が様々な生活支援情報を提供するなど、住民生活を

支援しようとする情報提供への動きが見られた。親族の家など公的避難所以外に避難

した住民は、行政サイドが提供する情報を入手しにくい状況に置かれており、これら

の方法は公的避難所以外へ避難した住民への行政情報伝達に効果があったといえる。  

 

あとがき  

 本調査では、有珠山噴火時での住民に対する情報について検証した。今回の有珠山

噴火では、行政及び関係機関が日常から住民を含めた形で様々な啓蒙活動を継続して

きたことにより、噴火の危険性と避難の必要性を住民が認識していた。そのため、噴

火による死傷者を出すことなく住民は噴火前に迅速に避難を完了できたといえる。ま

た避難生活時における住民の生活関連情報や支援情報への要望の高さを改めて把握で

きた。  

なおアンケート内容及び調査実施にあたっては、北海道大学宇井忠英教授、東京大

学廣井修教授、東洋大学田中淳教授にご指導いただきました。ここに記して謝意を表

します。またアンケート調査、聞き取り調査にご回答いただいた虻田町、壮瞥町の皆

様方及び全ての関係者に深く感謝いたします。  
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