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１ はじめに 

 北海道の有珠山は2000年 3月31日に23年ぶり

に噴火した。北海道大学大学院の宇井忠英教授、

岡田 弘教授をはじめとする火山噴火・防災の専

門家と地元自治体など関係機関の連携が密接であ

ったこと、火山活動を的確に予知することができ

たこと、行政が危険に対して速やかな対応をした

こと等によって人的被害は発生しなかった。しか

しながら有史以来、火山噴火は多くの生命を奪っ

てきた。今回の有珠山噴火のように人的な被害が

回避されたことは稀な事例といえる。その意味で

危険な状況の下で住民がどのように考え、どのよ

うな行動をとったのかということについての経験

を今後の地域防災計画の立案に資することが求め

られている。特に避難誘導など緊急事態が発生し

た際に住民の意識と行政の対応に不一致が生じた

ときには重大な問題となるおそれがある。  

住民の意識や行動は過去において危険を経験し

ているかどうか、あるいは日頃から危険に対して

どのように考えているかといった過去の経験、知

識がきく関係しているものと考えられる。したが

って認知の相違を考慮した地域防災計画を立案す

ることが必要である。本研究では 2000 年の有珠山

噴火を事例に住民に対する経験、知識がどのよう

なものであるかを把握することを目的に住民に対

するアンケートを実施した。 

 

2 研究地域の概要および研究方法 

2.1 研究の対象地域 

 2000年3月に噴火した有珠山周辺では多くの被

害が発生した。しかし、住民に対しては的確に避

難命令がだされたことによって人命が失われる最

悪の事態は回避された。 

 本研究では実際に多くの被害や住民避難などが

発生した 有珠山周辺の伊達市、虻田町、壮瞥町の

3 市町を対象地域とした。今年度はそのなかの虻

田町を対象とした。虻田町は図－１に示しように

北海道の道央部に位置している。東西 9.7ｋｍ、

南北 13.7ｋｍで面積は 66.85ｋｍ２である。 

2002 年 3 月現在、人口は 9,768 人、4,447 世帯

である。産業形態は、農業 4.4％、漁業 3.3％、製

造業 8.3％、サービス業が 39.7％となっている。 

洞爺湖温泉町は 1929（昭和４）年にはじめて万

世閣が開業し、現在では宿泊施設が 19 あり、収容

人数は 5,083 人となっている。年間観光客は 1999

年度で 3,551,781 人あったが、2003 年度（1月～3

月を除く）には、2,929,000 人となっている。 

図-1 研究対象地域 

 

2.2 2000 年噴火と住民への影響 

今回の噴火は2000年 3月 31日 13時 7分に国道

230 号沿いで 23 年ぶりにはじまった。 

 噴火から住民に対する避難指示がだされるまで

の自治体などの対応は速やかであった。噴火の 4

日前の3月27日頃から火山性地震が頻発していた

が、3月 28 日午前０時頃、胆振支庁から「有珠山
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の無感地震が増加、有感になれば臨時火山情報を

発表する、という連絡が気象台からあった」との

連絡が周辺の自治体に伝えられた。午前 0 時 50

分に室蘭地方気象台から「火山観測情報第 1 号」

が発表され、続いて 2時 50 分に同気象台から「臨

時火山情報第 1 号」が発表された。3 時にはまず

北海道が「有珠山火山活動北海道災害対策連絡本

部」を設置し、同じく胆振地方連絡本部、道警本

部が「北海道警察本部災害警備対策室」を設置し

た。午前 8 時に壮瞥町が「壮瞥町有珠火山災害対

策本部」、洞爺村が「有珠火山庁内連絡会議」を設

置した。9時 30 分には伊達市が「有珠山火山活動

伊達市災害対策本部」、虻田町が「有珠山火山活動

虻田町災害対策連絡本部」を、10 時に豊浦町が「有

珠山火山活動豊浦町災害対策本部」を設置した。

10 時 48 分に震度１の地震が観測され、11 時 10

分から壮瞥町役場において北海道大学岡田弘教授

が火山活動に対する公式見解として噴火の可能性

を発表した。同日の午後から周辺の自治体におい

て住民の避難指示が開始された。虻田町における

主な避難に関する指示の状況は表-1 の通りであ

る。 

 

表-1 虻田町における避難指示の発令状況 

 避難指示発令 世帯 人数 

洞爺湖温泉町全域 ３月２９日 

１８：３０ 

１，２５６ ２，３８１

泉地区、入江 

（国道２３０号線より有

珠側町界までの地域） 

 同日  

２０：３０ 

６３５ １，５１３

月浦地区 ３月３０日 

０９：３０ 

４２ ９９

入江・高砂地区  同日  

１４：３０ 

４３３ １，２２０

清水地区及び花和地区を

除く全域 

３月３１日 

１５：３０ 

２，０８７ ４，７２２

北海道道庁発表資料（4 月 6日 11 時現在）をもとに作成 

 

 このように虻田町では多くの住民に対して避難

指示がだされた。有珠山近くの洞爺湖温泉町に避

難指示がだされ、次いで太平洋側の泉、入江など

の住民に対して順次、指示がだされていった。 

虻田町は有珠山の西側の山麓に位置している。

本研究では有珠山との位置関係により町内を南部、

北部および東部に大きく区分した。北部は月浦、

清水、花和地区である。南部は入江、高砂、本町

などの内浦湾（太平洋）側で、東部は洞爺湖側の

洞爺湖温泉町である。 

図-２にハザードマップ上でそれぞれの地域を

大まかに示した。虻田町においてはこの図で 

図-２ ハザードマップ上の本研究対象地域 

（2000 年版ハザードマップに加筆） 

 

示されるように火山噴火によって大きな影響を受

ける可能性があるのは東部および南部である。 

                          

2.3 アンケート調査 

 本研究では有珠山の噴火に伴う被害に対する認

知を明らかにするため住民に対するアンケート調

査を実施した。 

有珠山は20世紀においてほぼ定期的（1910年、

44 年、77 年、2000 年と、20～30 年毎）に４回の

噴火を繰り返してきた。そのため、1995 年には周

辺５市町村が共同で火山防災マップ（ハザードマ

ップ）を作成し、住民に配布していた。 

さまざまな自然災害に対して予測される被害地

域を予め住民に知らせることが求められているが、

被害予測を地元自治体が配布することは住民の不

安をいたずらに煽るおそれがあること、観光客へ

の影響が懸念されることから情報の配布に対して

は否定的な自治体もある。また、災害発生による

被害に対する危険性を住民がどのようにとらえて
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いるのか、あるいは実際の災害時にハザードマッ

プがどの程度、利用されたかについては十分に追

跡されていない。本研究ではその点に着目し、実

際に被害が発生するなかで市民がハザードマップ

をどのように活用したのかを調査し、さらに回答

者の位置情報をもとに地域的な認知の差について

解析することとした。 

虻田町内には有珠山の噴火後、立ち入り禁止区

域が残されていることから噴火以前と住所を変更

した住民も多い。 

今回のアンケート調査では回答者の地域的な違

いを明らかにするため、地理的にランダムになる

ような配布方法について検討を行った。その結果、

2000 年 4 月の時点において全町には 25 の自治会

があり、3,847 戸が加盟していることから、自治

会単位でアンケートを回収できれば、地域的な意

識・行動の差異をみることができると仮定した。

洞爺湖に面した温泉地区（東部地区）は 8 つの自

治会がある。太平洋岸の本町、高砂地区（南部地

区）も 8 つの自治会がある。それぞれの自治会に

は下部組織として「班」がある。さらに全町の平

均で自治会の1班あたりおよそ24戸であることに

注目した。自治会および班は全町に分散されて存

在することから班長にアンケート票を配布・解答

してもらうことにより、地域的に均質に配布する

ことが可能である。さらにアンケートの回答用紙

には住所を記載してもらうことにより、住宅地図

およびＧＰＳによる現地調査によって回答者の居

住場所の特定を行うことができる。 

 それぞれの自治会長の住所氏名については虻田

町および自治会連合会会長に本研究の趣旨をご説

明して、名簿の提供を受けた。さらにそれぞれの

自治会長にアンケート調査の趣旨を説明し、班長

の連絡先をお聞きした。連絡先の住所氏名は個人

情報に属するため自治会長から班長の連絡先を示

していただけない場合は自治会長宛に班長分のア

ンケート票をお送りし、配布いただくよう協力を

お願いした。すべての自治会長に電話でお願いを

し、さらに説明が必要な場合は直接、説明に伺っ

た。その結果、すべての自治会長からアンケート

を班長へ配布することに対して快諾していただい

た。しかしながら、噴火後の自治会組織の改編、

転居などによって配布数は 233 にとどまった。宛

先不明で返送されたのは3通あり、配布実数は230

通である。 

 アンケートの構成は表-2 の通りである。 

 

  表－２ アンケートの構成 

項目 質問内容 

有珠山火山防災マップについて ①存在の認識 

②活用の有無 

噴火経験 

 ＊１  

①過去の噴火の経験 

②被害の種類 

2000 年噴火について ①生活への影響 

②危険に対する認知 

③避難指示等の受け方

④避難指示時の対応 

現在の有珠山について ①危険に対する認知 

②災害の種類の認知 

③今後の噴火予想 

回答者の属性   ＊２ 省略 

 ＊１ 1977 年、2000 年に分けて質問 

 ＊２ 個人情報に掛かる部分については十分に 

         配慮した 

 

 アンケート項目は①火山防災マップ（ハザード

マップ）に関する設問、②噴火経験について、③

現在の有珠山に対する危険性の認知について、④

将来の有珠山の噴火について、⑤属性の 5 つに大

別される。 

アンケートは噴火経験と有珠山の噴火に対する

認知がどのように関連しているかということと、

ハザードマップに対する認知の関わりを明らかに

するように質問を構成している。 

 

３．アンケート結果 

 有効回答数は 149 通（回収率;64.8％）であった。

回答者の住所をもとに住宅地図により位置を特定

するとともに、ハンディタイプのＧＰＳ（汎地球

測位システム）を用いた現地調査によって回答者



の自宅位置を特定した。その結果は図-3 に示すと

おりである。回答者の多くは洞爺湖に面した洞爺

湖温泉町地区と、太平洋岸の本町・入江地区に集

中している。なお、アンケートの配布を自治会長、

班長に限定したため、職業については無職という

回答が多く（40.9％）、年齢も 60 歳以上が 69.8％

となっていた。回答者の性別についても 80.5％が

男性であった。このように回答者の属性には著し

く偏りがみられるので、今回の報告では個人情報

にもとづく解析の結果については示さない。 

 

図-３ アンケート回答者の地理的な分布 

 

3.1 噴火経験について 

 2000 年、1977 年のそれぞれの噴火について経験

を聞いたところ、7 割近くが 2 回の噴火を経験し

ていることがわかった。 

 

       表-３ 噴火の経験 

噴火の経験 ％ 

なし 6.0 

1977 年 7.4 

2000 年 17.4 

両方 69.1 

 

3.2 噴火による生活への影響 

 回答者全体の 81.7％が今回の噴火によって生

活に対して影響があったとしている。さらに住所

が洞爺湖温泉町にあるものと、洞爺湖温泉町以外

にあるものにわけてみると、洞爺湖温泉町では

90.0％、洞爺湖温泉町以外では 79.5％が今回の噴

火によって生活に影響があったと回答しており、

回答の地域的な差が見られる。この地域の回答差

について Pearson のχ２による検定を行ったとこ

ろ有意確率は 0.143 であった。 

さらに家屋の構造の違いによる被害については、

一戸建てでは、82.6％の回答者が被害ありと回答

しているのに対して、集合住宅では被害があった

という回答は 70.5％と、若干、少ない値にとどま

っていた。 

 

3.3 危険に対する認知 

 危険に対する認知については噴火の前（地震な

どの前兆現象が発生する前）、噴火当日（3 月 31

日）、避難時（それぞれが避難した月日を記入して

いただいている）、噴火後（これは「火山活動に関

する現象を感じなくなった後」としている）の 4

時点において、「生命の危険を感じた」、「家屋など

への危険を感じた」、「どちらかといえば危険であ

ると感じた」、「さほど危険であるとは感じなかっ

た」、「危険と感じなかった」、「わからない」とい

う６つの選択肢から選択させている。           

 噴火前における認知では「建物に対する危険」

（22.1％）がもっとも多かったが、「危険を感じて

いない」という回答も 20.8％あった。 

噴火当日においては 36.2％が「建物に対する危

険」を感じていると回答し、「生命に対する危険」

については噴火前の 11.4％から 13.4％（回答数は

20）に変化しているが顕著に増加しているとはい

えない。避難時においては「建物に対する危険」

を感じるという回答が増加しているほかには、あ

まり変化はみられない。ただし、「わからない」と

いう回答が増加している。噴火後においては危険

に対する認識は大きく下がっている。特に生命に

対する危険性については 5.6％（8件）に減り、建

物に対する危険も 11.3％に下がっている。危険と

感じないという回答が、噴火前の 21.8％から、

32.4％に増加している。 

前述のように今回の噴火では犠牲者が発生しな



かったことなどから、噴火後においては住民が火

山噴火の危険性に対して過小な評価をしている可

能性が大きい。
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    図－４ 噴火に対する考え方の推移 

 

また、回答者の多くはその噴火も経験している

ことからも、噴火時には建物に対する危険を認識

してはいるが、過去も大丈夫であったという安心

感から生命への危険に対してはさほど大きな危険

性を感じることなく行動していることが読み取れ

る。とくに噴火の前後で危険性に対する認識を比

較すると、噴火のあとの方が危険性を感じていな

いという回答が多かったことについて注視してお

く必要がある。   

 こうした危険に対する認識についても温泉地区

とそれ以外の地区に分け、その傾向についてχ２

による検定を行ったところ次のような結果を得た。

噴火前のふたつの地域における危険性に対する認

識の違いの有意確率は 0.11、当日の認識の違いは

0.64、避難時における認識の違いは 0.098、噴火

後の認知については 0.393 であった。このように

噴火の危険性に対する認識について地域差はあま

りみられない。 

今後、有珠山は噴火しているかどうかの予測に

ついては、図‐5 に示すとおりである。2000 年の

噴火によって「生活への被害があった」とした回

答者と「被害がなかった」という回答に分けて集

計を行った。その結果、被害があったという回答

者はなかったという回答者に比べて近い将来に再

び噴火すると予測していることが示された。 
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    図－５ 今後の噴火時期の予想 
 
また、被害を受けなかった回答者のなかで「わ

からない」と答えが 35％近くあった。 
噴火しないという予測は数％にとどまり、虻田

町においてはほとんどの住民が有珠山の噴火はい

ずれ繰り返すと予測していることが示された。 
 

3.4 ハザードマップについて 
 前述のように有珠山の周辺自治体では 1995

年に「火山防災マップ」（ハザードマップ）を作成

し、全戸に配布してきた。 
岡田教授らによれば自然災害に対する危険性を

予め地域住民に認知させ、非常事態が発生した際

に、避難などの措置を円滑に進めるためにハザー

ドマップが有効であることは以前から指摘されて

きたが、実際には自然災害が予測される多くの地

域の経済は観光に依存していることなどもあり、

ハザードマップによって被害を示すことは観光振

興に対して「冷や水をかける」ものであるといっ

た反発が住民サイドにもあることや行政側も被害

発生の予測を住民に徹底することに抵抗があった。

しかしながら 1991 年 6 月に雲仙・普賢岳におい

て火砕流による被害が発生したことから自治体が

作成に向けて一つにまとまることができたとの指

摘もある。 
今回の噴火にともなう避難指示などの場面でハ

ザードが活用されることとなった。今回の噴火で

はマグマ活動域がハザードマップの想定とは異な

ったために、噴火の直前や噴火の最中に危険区域

を拡大し、それに伴い避難指示区域も拡大された。 



アンケートではハザードマップについて質問し

た。 
1995 年に配布されたハザードマップを「知って

いた」という回答は、58.4％で、「知らなかった」

という回答の 41.6％を上回っていた。さらに、今

回の噴火や避難の際に実際にハザードマップを活

用したのは、25.0％にすぎなかった。また、「活用

した」という回答者にどのように役にたったのか

を聞いたところ、回答者の 78.4％が「被害を受け

る可能性のある地域がわかった」とし、「災害の種

類がわかった」というのは、18.9％であった。 

一方、活用しなかったという回答者は、「どこに

しまったか忘れた」という回答が、32.4％で最も

多かった。また、ハザードマップでは「避難経路

や避難場所を知ることができなかった」という回

答が 15.3％あった。 

ハザードマップの存在を住民に徹底するととも

に被害を受ける可能性のある地域や避難経路をわ

かりやすく示すことや保管方法などにも工夫が必

要であることが明らかになった。2000 年に新たに

作成された有珠山のハザードマップでは A3 版の

大きさで、冷蔵庫などにも貼り付けられる大きさ

とし、上面を画鋲・テープなどで止めてもめくり

上げて裏面が読みやすいような工夫がされている。 

今回のアンケートでは虻田町ではほとんどの住

民が 1977 年と 2000 年の噴火を経験していること

がわかった。 

そこで、1977 年の噴火を経験した回答者と、経

験していない回答者に分けて、ハザードマップの

認知について集計した。 

 

表-４ 1977 年の噴火経験と 1995 年配布の 

ハザードマップに対する認知 

             単位：％ 

1977 年噴火 知っていた 知らなかった

経験した 61.4 38.6

経験していない 44.4 55.6

  

 1977 年の噴火を経験した回答者は、経験してい

ない回答者に比べて配布されたハザードマップを

認知しているのが多いことが示された。なお、こ

れを洞爺湖温泉町とそれ以外の地域における回答

の地域差について有意性はみられなかった。 

 

3.5 災害の種類毎の認知について 

 火山噴火に伴って発生する災害について 2000

年の噴火の前から知っていたか、噴火後にはじめ

て知ったかを質問した結果を示す。 

 

  表-５  災害の種類ごとの認知 

    単位：％ 

災害の種類 
前から知っ

ていた 

後で知った 知らない 

山頂噴火 79.2 6.0 14.8

山麓噴火 49.0 20.1 30.9

割れ目噴火 26.2 14.1 59.7

火砕流 25.2 10.7 14.1

山体崩壊 30.2 14.1 55.7

溶岩流 61.1 6.7 32.2

火砕サージ 51.7 14.1 34.2

熱泥流 55.0 14.8 29.5

火山性地殻変動 61.1 12.8 26.2

噴石 77.9 5.4 16.1

降灰 84.6 5.4 10.1

火山ガス 51.0 10.7 38.3

地震 87.9 5.4 6.7

空振 38.9 30.9 30.2

津波 45.6 5.4 49.0

 

3.6 今後の見通し 

 今回の虻田町におけるアンケート調査で住民は

有珠山の噴火は繰り返すであろうと予測している

が危険性についてはさほど深刻にとらえていない

ことが把握される。そこで、さらに現在の有珠山

を危険な山であるかという質問に対する回答と、

今後もいままでと同様に虻田町内に住み続けるか

どうかという質問に対する回答ついてクロス集計

によって解析した。 

現在の有珠山に対しては「危険を感じている」

との回答が 48.7％と、「危険を感じていない」と



する回答 53.7％を若干、下回っている。 

さらに、これからも今の場所に住み続けたいか

という質問に対しては、89.8％が「住み続けたい」

とし、「住み続けたくない」という回答は 10.2％

にすぎなかった。これを危険性に対する認知とク

ロス集計した結果は表-５のとおりである。危険性

に対する認知と今後も住み続けるか否かの相関性

は低い。 

 

表-４ 有珠山に対する危険性の認知 

と住み続ける意思について 

             単位：％ 

 住み続けたい 住み続けたくない

危険性を認知 88.2 11.8

危険とは考えない 91.1 8.9

 100.0 100.0

  

4． まとめ 

 2000 年の有珠山噴火に伴う住民の意識につい

て有珠山の山麓に位置する虻田町においてアンケ

ートを実施した。その得られた結果をまとめると

以下のとおりである。 

 

１） 虻田町ではほとんどの住民が避難指示

を受けるなど生活への影響を受けた。家屋

などへの被害に対する危険性を認知してい

るが、人命への危険は十分に認知していな

い。定期的に噴火を繰り返し、多くの住民

は複数回の噴火を経験しているが、それで

も今後も住み続けるとしている。 

２） 前回の噴火（1977 年）のあとに作成され

たハザードマップについてはおよそ 6 割の

住民しか存在を認知していなかったが、ハ

ザードマップにより危険地域や避難経路を

知らせる効果はあった。 

３） 今回の噴火では専門家による記者会見

の様子がテレビ、新聞などのマスコミによ

って報道され、住民は火山噴火によっても

たらされる災害の種類やその規模を十分に

認識できた。 

４） 的確な情報提供によって住民はいたず

らに被害を過大に評価することはない。 

 

 以上の点からハザードマップは噴火の危険性を

住民に伝えることに一定の効果のあることが明ら

かになった。 

 今後は有珠山周辺の他の自治体に対しても同様

なアンケートを実施し、地域的な意識の違いにつ

いて明らかにして地域特性を反映した防災計画の

ありかたについて検討をすすめていく。 

 しかしながら、噴火からすでに 3年以上経過（ア

ンケート実施時点）しているため、噴火時の意識

の変化などについては正確に把握できたとはいえ

ない。そこでアンケートへの記述だけではなく対

面調査（ヒアリング）などによってアンケート結

果を重層的なものにしていくことが必要であると

考えられる。 
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