
１．研究の背景と目的 

 

基礎自治体は，市民に最も近い行政組織として災害に

起因する社会的困難に対処する．時代の状況に応じて行

政が分担すべき災害施策を立案・実施していかなければ

ならない立場にある．基礎自治体の災害施策案の形成，

実施が市民生活や地域経済の安全性を左右するといって

も過言ではない．南海トラフを震源とする巨大地震や首

都直下地震などにより，数多くの基礎自治体が同時に被

災する可能性が高くなっているといわれている．また，

地方分権が進展し，「都市間競争」の言葉で代表される

ように基礎自治体の都市運営における創意工夫，運営力

が発揮できる地方自治制度に変化しつつある．このよう

な現下の状況で，基礎自治体の災害施策をより充実させ

る要因を明らかにしておくことは重要である． 

さらに，2011年の東日本大震災を受けて，全国の自治

体で災害施策の見直しに取り組まれている現時点での調

査・研究は，災害施策充実の状況や要因をより実態に即

して把握，検証できるものと考える． 

本研究では，全国の基礎自治体（市・特別区）を対象

に実施した災害施策取り組み状況に関するアンケート調

査をもとに，災害施策の充実・展開の状況とその要因を

明らかにする．そのことによって，基礎自治体の災害施

策充実・展開に資することを目的とする． 

 

 

２．施策形成のモデル 

 

本研究では，基礎自治体の施策形成モデルを，西尾1)

および宮川2）の著作を元に図1のように設定した． 

まず，基礎自治体の行政機関は解決が必要な問題を知

覚する．そして，対応策の検討および立案が始まるの

は，その問題により影響を受ける対象の範囲（人口，面

積）が大きい場合，大衆の関心が高い場合，「政府以外

の社会における他の機関によっては効果的かつ公正な解

決策を生み出すことができない」2）など， 基礎自治体

がその問題に対応することが適切な場合である（以上を

本研究では「動機付け要因」とする）． 

検討が始まった対応策は，その技術的可能性，行政資

源（法令上の権限，組織，定員，財源）の調達可能性

（これらを本研究では，「決定要因」とする）を勘案し

て対応策として検討が積み重ねられた上で決定される．

決定された対応策は，実際に行政資源が調達されて実施

されていく． 
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３．既往研究 

 

管見の範囲ではあるが，災害施策のような特定の分野

において全般的・包括的な政策形成・施策形成を促進さ

せる要因を明らかにする研究はみあたらない． 

しかし，自治体の災害施策の状況把握をしたものに，

総務省消防庁3）がある．また，室崎ら4）が，人口20万人

以上の地方自治体を調査対象として，地域防災計画書の

記述内容の状況を把握している．佐賀ら5）は，東北400市

町村を対象にしたアンケート調査を元に地域防災体制へ

の取り組みを分類し，都市規模により積極的に取り組ん

でいる防災対策項目に差異があることを把握している．

大関ら6）は，全国都道府県および人口20万人程度以上の

市区を対象にアンケート調査を行い，防災業務の実施状

況を把握している．中林ら7）は，都道府県と指定都市を

対象としたアンケート調査により広域巨大災害対策状況

を把握し，法により対策強化を求める指定状況で差があ

ることを明らかにした． 

自治体の災害施策の見直しの状況とその要因を把握し

た研究として，山本ら8）は，消防庁の調査結果をもと

に，全国の市町村の地域防災計画修正時期および内容と

修正要因との関連性の分析を行い，国内外の大規模災害

の発生の影響が明らかであること，法改正や通達による

影響に関しては全国的な動きが小さいこと，都道府県地

域防災計画修正との関連性はみられなかったことを報告

している． 

杉本ら 9）は，東日本大震災発生以前に実施した合併自治

体を対象としたアンケート調査から，合併後の防災施策の

見直しには，動機付け資源（被災可能性認識，地域多様性，

法制度）よりも，施策の執行資源（財政力，一般職員人数），

立案資源（防災担当職員人数）によって状況に差があるこ

とを明らかにした． 

本研究は，災害施策を全般的かつ包括的に対象にしてい

ること，状況把握だけでなく充実と展開の要因把握にまで

踏み込んでいることが，これまでの研究の蓄積に新たな知

見を加えるものと考えている． 

４．調査の概要 

 

本研究は，1章で既述の通り，全国の基礎自治体

（市・特別区）を対象に実施した災害施策取り組み状況

に関するアンケート調査（表1）で得たデータを基にし

ている．東日本大震災被災地沿岸地域を除いた全国の市

および特別区（792）を対象とし，郵送配布・郵送およ

びe-mail回収をし，377自治体（回収率47.6％）の協力を

得ることができた．2011年度にもほぼ同じ内容の調査

（表2）を実施しており，結果は本学会にて報告した
10）．本研究では，2012年度調査結果を中心に，2011年

度調査結果も一部利用している． 

表1 2012年度調査概要  

調査名称 
自治体の防災体制と施策の展開に関する2012年
度調査 

調査対象 
全国の市（東日本大震災津波被災地を除く）お
よび特別区の地域防災計画担当部署 発送数 
792 

調査内容 災害施策の取り組み状況の自己評価 

調査時期 
2012年12月発送／回収期限2013年1月末（2013年
3月回答自治体対象に補足調査実施郵送配布郵送
回収） 

配布回収方法 郵送回付／お郵送よびE-mail回収 

有効回答数 
377（回収率 47.6％）補足調査回答 286 
2011年度調査に続けての回答ケース数 233 

表2 2011年度調査概要  

調査名称 
自治体の防災体制と施策の展開に関する2011年
度調査 

調査対象 
全国の市（東日本大震災津波被災地を除く）お
よび特別区の地域防災計画担当部署 発送数 
792 

調査内容 2012年度に同じ 

調査時期 2011年12月発送／回収期限2012年3月末 

配布回収方法 郵送回付／郵送およびE-mail回収 

有効回答数 384（回収率 48.5％） 

 

 

５．災害施策の枠組みと充実度・展開度の設定 

 

（1) 分析対象災害施策の枠組み 

本研究では，災害に起因する社会的困難に対処するた

めの基礎自治体の政策・施策・事務事業を総称して災害

施策という（2）．基礎自治体の災害施策を包括的にとらえ

ることができるように，災害対策の段階＜①被災可能性

の認識，②災害予防対策，③体制・計画，④災害対応対

策，⑤復旧・復興対策，⑥地域防災力＞（以下「6分類」

という）ごとに，表3-1~3に示す具体的な個別の災害施策

おおむね10項目ずつによって構成した．全部で59個別施

策である．さらに細い施策を設定することも可能である

が，全国の基礎自治体に共通する施策であること，質問

紙調査に回答する必要時間を考慮してと妥当な数と範囲

であると判断した． 

 

（2) 災害施策充実度の設定と状況 

a)災害施策充実度の設定 

調査では，前述の6分類59個別災害施策の取り組み状況

の自己評価を求めた．選択肢は，現在の日本の社会状況

で望みうる最高と考えられる状態を4番目の選択肢として

設定している．選択肢番号をそのままその自治体の得点

とし，施策充実度に換算した．回答がなかったケースは

充実度算定の対象外とした． 

個別施策の全回答ケースの施策充実度の平均を個別施

問題の認識 

基礎自治体対応の正当性 

災害の影響を受ける範囲 

大衆の関心 

対応策の立案 

技術的可能性 

行政資源調達の可能性 

対応策の決定 

行政資源の調達 

対応策の実施 

yes 

no 

no 

no 

yes 

yes 

図1 施策形成モデル 

動
機
付
け
要
因 

決
定
要
因 
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表3-1 調査対象災害施策の2012年度および2011年度充実度と属性一覧 

番
号 

個別災害施策 
2012年度
充実度  

2011
年度
充実
度 

展開
度のt
検定
有意
確率 

基礎自
治体対
応根拠 

基礎自
治体へ
の補助
制度 

根拠法や通達，補助制度（H23年度時点） 

① 被災可能性  

1 防災マップ※（洪水）の作成と公表 2.44  3.37 ― ●  水防法（S24）第15条第4項  

2 
防災マップ※（土砂災害）の作成と
公表 2.32  2.91  ― ●  

土砂災害防止法第2条  

3 防災マップ※（津波）の作成と公表  2.09  2.39  ― 

●  地震防災対策特別措置法第14条（H7)  

 ● 
内閣府地域自主戦略交付金(H25各省庁交付金
へ移行予定) (国交省社会資本整備に関する事
業のうち津波・高潮危機管理対策緊急事業） 

●  津波対策の推進に関する法律（H23)第8条  

4 防災マップ※（地震）の作成と公表  2.24  2.92  ― 

●  地震防災対策特別措置法（H7）  

  
財源措置備考：H24年度より国交省社会資本
整備交付金（防災・安全交付金）の対象 

5 被害想定（地震）の作成と公開 2.89  2.89  ns ●  地震防災対策特別措置法（H7） 

6 被害想定（風水害）の作成と公開 2.36  2.38  ns   － 

7 
ハザードマップ※（洪水）の作成と
公開 

3.01  3.74  ― ●  
水防法（S24）第15条第4項 

8 
ハザードマップ※（土砂災害）の作
成と公開 

2.77  3.08  ― ●  
土砂災害防止法 

9 
ハザードマップ※（津波）の作成と

公開 
2.47  2.43 ― ● 

「3」と同様 
●  

10 広域複合災害の想定と対策 1.38  1.33  ns   － 

②災害予防 

11   
民間の「木造住宅（戸建てまたは集
合住宅）」の不燃化促進施策  1.09   1.12   ns  ●   

災害対策基本法第8条第2項  

国交省都市防災総合推進事業  

12  
民間の「木造住宅（戸建てまたは集
合住宅）」の不燃化促進施策の前年
度実績   

1.05   1.07   ns    ｢11｣と同様  

13  
民間の「木造住宅（戸建てまたは集
合住宅）」の耐震化促進施策につい
て    

2.60   2.52   ns  

●  災害対策基本法第8条第2項  

●  建築物の耐震改修の促進に関する法律（H7) 

 ● 国交省住宅の耐震改修等の緊急促進事業  

 ● 
住宅・建築物安全ストック形成事業（国交通
所管）（H21～，H22以降は社会資本整備総合
交付金に移行） 

14 
民間の「木造住宅（戸建てまたは集
合住宅）」の耐震化促進施策の前年
度実績 

2.55 △ 2.37  ** ● ● 

｢13｣と同様 

15 
店舗や作業所，事務所など「事業
所」の耐震化促進施策  1.27  1.28  ns ●  

災害対策基本法第8条第2項 

16 
店舗や作業所，事務所など「事業
所」の耐震化促進施策 の実績 

1.29  1.29  ns ●  
｢15｣と同様 

17  「公立小・中学校」の耐震化対策    3.06  △  2.58   **  
●  地震防災対策特別措置法（H7）第6条の2   

 ● 地震防災対策特別措置法第4条  

 ● 地震財特法（東海地震対策・S55) 

18  市区役所（本庁舎）」の耐震化対策    2.90  △  2.54   **  

●  災害対策基本法第8条第2項 

●  建築物の耐震改修の促進に関する法律第3条 

 ● 
住宅・建築物安全ストック形成事業（国交省所
管）（H21～，H22以降は社会資本整備総合交付
金に移行） 

19 

災害拠点病院やそれに代わる病院と
して，自治体（地域）で災害時医療
行為の中心となる「基幹的な病院」
の耐震化対策  

3.43 △ 2.76  ** 
  医療施設耐震化臨時特例交付金 

参考：「災害時拠点病院」の整備について
は，厚労省から都道府県に対して通知が出て
いる．（H8)  

20 
密集市街地の整備改善「防災まちづ
くり」  1.84 ▼ 1.98  * 

● ● 
密集市街地における防災街区の整備の促進に
関する法律  

凡例 ●：基礎自治体対応の根拠法等あり．または，基礎自治体への補助制度あり  
**:p<0.01  *:p<0.05   ―：対応のあるt検定対象外，ns：統計的有意性なし ※本研究では，「防災マップ」は災害が起きた場合の
「避難場所，避難ルート」を表示した地図，「ハザードマップ」は被災想定区域や被災程度を地図に表示した地図として，区別して
いる．また，2011年度の調査結果の充実度が高かったため，2012年度は充実度の設定を変更した．そのため，2011年度と2012年度の
平均値の差の検定対象にはしなかった．   △：2011年度より上昇 ▼：2011年度より下降  
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表3-2 調査対象災害施策の2012年度および2011年度充実度と属性一覧 

番号 個別災害施策 
2012年度
充実度  

2011
年度
充実
度 

対応
のあ
るt検
定有
意確
率 

基礎自
治体対
応根拠 

基礎自治
体への補
助制度 

根拠法や通達，補助制度（H23年度調査時
点） 

21    
災害対応時に中心拠点となるような
「大規模な公園や道路」の整備     2.11    2.23    ns   

●  災害対策基本法第8条第2項第3号  

 ● 社会資本整備総合交付金要綱  

分野③体制・計画 

22 地域防災計画の改定・地震編  3.27  3.36  ns ●  災害対策基本法第5条  

23 地域防災計画の改定・風水害編  3.15 ▼ 3.42  ** ●  災害対策基本法第5条 

24 対応活動要領の策定  2.67 △ 2.37  **    

25 災害対応体制の見直し  3.32  3.17  ns ●  災害対策基本法 第47条  

26 
「被害想定」の東日本大震災を踏ま
えての見直しの程度  

2.54  2.43  ns   ｢5｣に同じ 

27 
「地域防災計画」の東日本大震災を
踏まえての見直しの程度について  

2.85  2.76  ns ●  ｢22」に同じ 

28 
災害時の「対応活動要領（対応マ
ニュアル）」の東日本大震災を踏ま
えての見直しの程度について  

2.32 △ 2.15  *   ｢24」に同じ 

29 
自治体の「業務継続計画（ＢＣ
Ｐ）」の東日本大震災を踏まえての
策定  

2.04 △ 1.73  *   
内閣府（防災担当） 通知「地震発災時にお
ける地方公共団体の業務継続の手引きとそ
の解説」(H22)  

30 
災害対策担当部署の人員増強や組織
改正など「災害対応体制」の東日本
大震災を踏まえての見直し  

1.96 △ 1.63  ** ●  ｢25」に同じ 

④災害対応対策   

31 
津波や大規模火災等発生時の「広域
避難計画」及び訓練  

1.76 △ 1.37  ** ●  災害対策基本法第60条 

32 
災害発生時の「避難所運営マニュア
ル」  2.22 △ 1.99  **   

災害救助法に基づく救助のひとつとして
「収容施設」の供与は都道府県の責務であ
る． 

33 災害発生時の「福祉避難所」対策  2.98 △ 2.54  **   
｢32｣と同様．および，「福祉避難所設置運
営に関するガイドライン」(厚生労働省
H20)  

34   
災害発生時の高齢者や障がい者など
「災害時要援護者対策」    

2.58  △  2.35   **  
●  災害対策基本法第8条第1項第14号  

  
「災害時要援護者の避難支援ガイドライ
ン」〔内閣府H18) 

35 
災害発生時の生活物資や非常食など
の「物資の備蓄」  

2.07  2.09  ns   災害救助法第23条 

36   
災害発生時の広報（情報伝達）対策
について      

1.99    1.87    
ns  ●  災害対策基本法第8条第2項 

  ● 
防災基盤整備事業，過疎対策事業・辺地対
策事業，市町村合併特例事業，施設整備事
業  

37  
災害発生時の行政組織内の緊急連絡
手段（情報伝達）の整備について   1.80  △  2.19   **  ●  ●  ｢36｣に同じ  

38 災害発生時の救出救助活動体制  2.57 ▼ 2.75  **   災害対策基本法第8条  

⑤復旧・復興対策    

39 
社会福祉協議会などの「ボランティ
ア」の受け入れ体制  

2.33 △ 2.21  ** ●  災害対策基本法第8条十三  

40 
災害時の他自治体からの応援職員の
受け入れ体制  

1.85 △ 1.62  **   災害対策基本法第8条十二  

41 
他自治体との災害時相互応援協定の
締結  

2.84 △ 2.64  * ●  災害対策基本法第8条十二 

42 「ガレキ処理体制」の準備  2.20  2.19  ns ●  廃棄物の処理及び清掃に関する法律  

43 応急危険度判定業務  1.70  1.63  ns   
被災建築物の応急危険度判定体制の整備に
ついて」（H7建設省住宅局長通知） 都道
府県で制度化している 

44 
り災証明発行のための「建物の被害
認定調査業務」の準備  

1.69 △ 1.54  **   
任意の自治事務 
災害認定基準（内閣府H13)  

45 「応急仮設住宅」の建設準備  2.08 △ 1.97  *   災害救助法第23条 

46 
民間借り上げによる「応急仮設住
宅」（見なし仮設）の準備  1.18  1.09  ns   

災害救助法第23条厚生労働省社会・援護局
長通知「東日本大震災に関わる応急仮設住
宅としての民間賃貸住宅の借り上げの取り
扱いについて」  

凡例 ●：基礎自治体対応の根拠法等あり．または，基礎自治体への補助制度あり  
**:p<0.01  *:p<0.05   ―：対応のあるt検定対象外  ns：統計的有意性なし  △：2011年度より上昇 ▼：2011年度より下降 
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表3-3 調査対象災害施策の2012年度および2011年度充実度と属性一覧 

番号 個別災害施策 
2012年度

回答 
平均  

2011年
度回答
平均 

対応の
あるｔ
検定の
有意確
率 

基礎
自治
体対
応根
拠 

基礎自
治体へ
の補助
制度 

根拠法や通達，補助制度（H23年度時
点） 

47 「上水道管路施設」の復旧対策  2.77 △ 2.74  *  
●  

水道法第6条第2項（原則として市町村
が経営，実際は水道事業企業体も多
い） 

 ● 水道法第45条  

48 「公共下水道管路施設」の復旧対策 ※ 2.16  ― ―   
下水道法，農業集落排水事業，小規模
集合排水処理事業など多元的 

49 「災害復興マニュアル」の策定  1.25 △ 1.14  *    

50 
職員の「復興図上訓練」や「復興まちづく
り訓練」の実施  

1.19  1.15  ns   
 

※2011年度調査では，下水道に関する設問を設けなかった． 

⑥地域防災力   

51 「自主防災組織」の結成状況  2.81 △ 2.72  ** ●  災害対策基本法第5条２  

52 地域の「自主防災組織」の活動状況  2.29 △ 2.18  * ●  ｢51｣に同じ 

53 
地域の「自主防災組織」（町会・自治会を
除く）への支援状況  

2.39  2.58  ns ●  
｢51｣に同じ 

54 
自治体地域内の民間事業所の自衛消防組織
の活動状況  

1.84  1.88  ns   
消防法  

55 
自治体地域内の民間事業所の地元地域と連
携した防災活動の状況  

1.13  1.08  ns   
｢54｣に同じ 

56 公立小・中学校での防災訓練  1.37  1.35  ns ●  消防法 第8条（設置者に訓練義務） 

57  公立小・中学校での防災教育 1.80 △ 1.64  **   災害対策基本法 第8条 十七 

58 病院など「医療福祉施設」の防災訓練   1.48  1.52   ns 
  

「指定介護療養型医療施設の人員，設
備及び運営に関する基準」厚生省
（H11)施設に訓練義務 

  消防法第8条 （設置者に訓練義務） 

59 
「防災講演会」「防災講座」（防災訓練を
除く）などへの市民の関心  

2.53 △ 2.40  ** ●  
災害対策基本法 第8条 十七  

凡例 ●：基礎自治体実施に根拠あり．または，基礎自治体への補助制度あり  
**:p<0.01  *:p<0.05   ―：対応のあるｔ検定対象外  ns：統計的有意性なし △：2011年度より上昇    

表4 災害医療行為の中心となる『基幹的な病院』の 
耐震化対策の回答状況  

得点 選択肢 度数 ％ 

1 
新耐震基準による設計ではない．耐震診断も
していない． 38 10.1 

2 
耐震診断は実施した．耐震性は不十分だが，
耐震改修の予定はない． 20 5.3 

3 
耐震診断の結果を受けて，不十分ではある
が，耐震改修を実施し，耐震性を上げてあっ
た． 

29 7.7 

4 

耐震診断の結果，耐震性は十分であった．ま
たは，耐震診断の結果を受けて，十分な耐震
改修を実施してある．新耐震基準以降の設
計，竣工であり，耐震性は十分である． 

232 61.5 

 回答なし（平均算定対象外） 58 15.4 

 合計 377 100.0 

表5 「民間の『木造住宅（戸建てまたは集合住宅）』の
不燃化促進施策の平成23年度の実績」の回答状況  

得点 選択肢 度数 ％ 

1 
不燃化促進のための支援制度がなかったの
で，実績もなかった． 358 95.0 

2 
平成23年度は，当初見込みの50％以下の実績
だった． 3 0.8 

3 
平成23年度は，当初見込みの50％以上の実績
だった． 5 1.3 

4 
平成23年度は当初見込みどおりの実績だった．
さらに、見込み以上の申し込みもあった． 2 0.5 

 回答なし 9 2.4 

 合計 377 100.0 

策充実度とした．分類別施策充実度は，その分類に含ま

れる個別施策充実度の平均である．また，全個別施策充

実度の平均を「総合充実度」とした． 

b)災害施策充実度の状況 

各個別災害施策の 2012 年度充実度は，表 3-1~3 のとおり

である．最高値となった個別施策は，分類②災害予防対策

「災害医療行為の中心となる『基幹的な病院』の耐震化対

策」（施策番号 19）の 3.43 であった．設問内容と回答状況

は，表 4 のとおりである． 

また，最低値をとった個別施策は，分類②災害予防「民

間の『木造住宅（戸建てまたは集合住宅）』の不燃化促進施

策の平成 23 年度の実績」（施策番号 12）の 1.05 であった（表

5）． 

図2 災害施策⑥分類別充実度 
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表6 本研究で設定した説明変数の位置づけ  

分類  具体的変数 性質 
充実度への
影響の分析

方法 

動機
付け
要因  

基礎自治体に
よる災害対応
の適切性  

本調査では検証不
可 

― ― 

人口 
自治体
属性 

影響の有無の
分析（重回帰
分析） 災害の影響を

受ける範囲   

面積 
自治体
属性 

影響の有無の
分析（重回帰
分析） 

市民の関心  
自由回答記述から
設定したカテゴ
リー記載の有無 

施策属
性 

平均の差の分
析〔t検定） 

決定
要因 

行政資源
調達の可
能性  

法令
上の
権限 

基礎自治体の対応
の根拠となる法令
等の有無 

施策属
性 

平均の差の分
析〔t検定） 

組織 
本調査では検証不
可 

― ― 

定員 部門別職員数 
自治体
属性 

影響の有無の
分析（重回帰
分析） 

財源  

財政力指数 
自治体
属性 

影響の有無の
分析（重回帰
分析） 

基礎自治体への補
助制度の有無 

施策属
性 

平均の差の分
析〔t検定） 

技術的可
能性 

 
本稿では対象外 ― ― 

b)  大衆の関心 

「大衆の関心」は，本研究では「市民の関心」と読み

替えた．市民の関心の状況には，関心が向いている「対

象」と，関心の「強さ」が考えられる．2012年度調査(表

1）では，東日本大震災以降，「市民から問い合わせが増

えた事項」を，自由記述で回答する設問を設けた．その

記述文からテキスト分析によって抽出した出現頻度の高

表7 市民関心カテゴリ別の記述ケース数と 
対応する災害施策 

番
号 

市民関
心カテ
ゴリ 

カテゴリに
含まれる主
な抽出名詞 

該当
ケー
ス数 

対応する災害施策【表3-1～4の
番号】 

１ 
緊急避
難 

•避難 
•避難場所 
•避難方法 

50 
「広域避難計画」および訓練
【31】 

２  
津波対
策  

•津波対策 
•浸水域 
•浸水  

34  

防災マップ（津波）の作成と公
表【3】 

ハザードマップ（津波）の作成
と公開【9】 

３  
避難生
活所  

•避難所 
•避難生活  26  

避難所運営マニュアル【32】 

「福祉避難所｝対策【33】 

４  
情報伝
達手段  

•情報伝達 
•情報伝達
手段  

25  

災害発生時の広報について
【36】 

災害発生時の行政組織内の緊急
連絡手段対策について【37】 

５ 
防災行
政無線 

•同報系 
•防災無線
施設 

24 
「４．情報伝達手段」と同じ 

６  
地震対
策  

•大震災 
•地震 
•巨大地震 
•南海トラ
フ 

  

23  

防災マップ（地震）の作成と公
開【4】 

被害想定〔地震）の作成と公開
【5】 

民間の木造住宅の不燃化促進施
策【11】 

民間の木造住宅の不燃化促進施
策の前年度実績【12】 

民間の木造住宅の耐震化促進施
策【13】 

民間の木造住宅の耐震化促進施
策の前年度実績【14】 

事業所の耐震化促進施策【15】 

事業所の耐震化促進施策の前年
実績【16】 

公立小中学校の耐震化対策
【17】 

市区役所（本庁舎）の耐震化対
策【18】 

災害拠点病院等基幹的な病院の
耐震化対策【19】 

密集市街地の整備改善「防災ま
ちづくり」【20】 

地域防災計画（地震編）の過去
の改訂【22】 

７ 
標高表
示 

•標高 
•海抜 

22 
「1．緊急避難」と同じ 

８ 備蓄品 
•防災備蓄
品 
•資機材 

22 
災害発生時の生活物資や非常食
などの物資の備蓄【35】 

設問「東日本大震災を踏まえ，市民から寄せられる防災に関す
る要望・意見の特徴はどんなことですか」に対する自由回答 
N=156 全回答数に対する自由回答記述割合41.3％ 

6分類別の充実度は図2のとおりである．③体制・計画

に関する施策の充実度に比べ，②災害予防対策，④災害

対応対策，⑥地域防災力の充実度が低い．計画は立てて

いるが，具体的施策が追いついていない状況である． 

（3）施策展開度の設定 

本調査は4章で述べたとおり2011年度にも実施（表2）

しており，施策によっては2011年度から2012年度にかけ

ての充実度の変化の把握が可能である．これを展開度と

し，後述（8章）のように施策属性別に展開の状況を把握

した． 

 

 

６. 動機付け要因と決定要因の設定 

 

(1)本研究でとりあげる説明変数の設定と現状 

a) 基礎自治体の対応の適切性 

本研究では，2章で述べたように，災害施策の充実度の

向上を説明する変数として，動機付け要因と決定要因を

設定した（表6）． 

動機付け要因のうち，「基礎自治体による災害対応の

適切性」は，「政府以外における他の機関によっては効

果的かつ公正な解決策を生み出すことができない」2）こ

とを示すことになるが，本研究は基礎自治体を対象とし

た調査を基にしていることから，他機関との比較はでき

ない．別の研究課題としたい． 

い単語をもとに設定した「関心カテゴリ」が表7である．

このカテゴリのうち該当ケース数20（全回答数の5.3％）

以上のものを「市民の関心を集めていると防災担当者が

受け止めている災害施策（以下「市民関心施策」）」と

設定し，市民の関心の「対象」を表す変数とした．分析

対象とした59施策のうち，21の施策を市民関心施策と位

置づけることができる． 

また，「市民関心カテゴリ」別の該当ケース数の状況

からを見ると，「緊急避難」（ケース数50）および「津

波対策」（ケース数34）が多く，東日本大震災後の報道

の影響によるものであることが推測できる． 

c）法令上の権限 

決定要因のうち，「法令上の権限」の具体的変数は，
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表10 説明変数間の相関関係 

説明変数 人口 面積 
防災部門
職員人数 

財政力 
指数 

人口     

面積 .105**    

防災部門職員人数 .676** .069**   

財政力指数 .321** .377** .310**  

*:p<.05 **:p<.01 N=377   防災部門職員人数ゼロの自治体の防
災部門職員一人あたり面積は欠損値とした 

表8 防災部門職員人数別回答自治体数 

防災部門職員人数 回答自治体数 ％ 

3人以下 139 36.9 

4人以上6人以下 118 31.3 

7人以上12人以下 83 22.0 

13人以上 37 9.8 

合計 377 100.0 

表9 財政力指数ランク別回答自治体数 

財政力指数ランク 回答自治体数 ％ 

財政力指数0.3未満 24 6.4 

財政力指数0.3以上0.4未満 48 12.7 

財政力指数0.4以上0.5未満 61 16.2 

財政力指数0.5以上 244 64.7 

合計 377 100.0 

f) 財源 

「財源」は，「財政力指数」と「基礎自治体に対する

財源補助制度」を分析対象とした．「財政力指数」と

は，地方公共団体の財政力を示す指数であり，基準財政

収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の

平均値である．財政力指数が高いほど，財源に余裕があ

るといえる．データは，総務省2011年度地方公共団体の

主要財政指標一覧12）によった．本研究での施策の状況は

2012年度末の状態を示すが，当該年度の予算は前年度の

秋口から検討が始まるため，前年度にあたる2011年度の

財政力指数を説明変数とした．表9に財政力指数の状況を

示す．このランク分けは，総務省に倣っているもので，

全国の自治体でも住民向け財政状況説明資料等に利用さ

れている．財政力指数の平均は，0.64，最大 1.35，最小 

0.19であった． 

「基礎自治体に対する財源補助制度」は，基礎自治体

に対する当該施策の助成制度など財源補助制度の有無と

した．分析対象とした59施策のうち，13の施策が該当し

た（表3-1～3)．ただし，平成23年度にそれまでの国の補

助金等の一部を一括して創設された地域自主戦略交付金

基礎自治体が該当個別施策を実施することを前提として

いる法令および国の機関からの通知等の有無を分析デー

タとした．分析対象とした59施策のうち，基礎自治体が

対応する根拠を明確にする法令を持っているものは37で

ある（表3-1～4）．なお，自治体の政策・施策・事務事

業は，必ずしも法令等に基づくものだけではなく，創意

工夫のもと任意で行われているものも多い．また，法

は，基本法／個別法，一般法／特定法の種別により役割

や実効性に差異がある．さらに，自治体の種類（政令指

定都市・中核市・特例市）により取り扱う事務が異なる

ことは広く知られている．これらに関しては，本研究の

発展課題と考え，本稿では分析対象としない． 

d）組織 

「組織」は，施策を実施する組織の存在と考えるが，

本調査では，調査対象を一律に「地域防災計画担当部

署」としたので，比較対象がなく，差異を解くことはで

きない． 

e）定員 

「定員」は，防災部門職員人数とした．職員をどの分

野にどれだけの人数を配置するかは，各自治体の考えに

基づくので，自治体の災害施策の基本的姿勢を表す変数

であると考えた．データは，2012年度総務省「地方公共

団体定員管理調査」部門別職員数11）による．平均 5.77

人，最大 35人，防災部門職員人数ゼロの自治体も46あっ

た（表8）． 

が，平成25年には廃止されて各省庁交付金等に移行され

るなど，変動が大きい状態である．また，実際の支出の

有無，その金額との関連性など実情を反映させた検証は

別の研究課題と考え，本研究では扱わない． 

「技術的可能性」を施策ごとに検討することも今後の

課題とし，本研究では説明変数には設定していない． 

g) 災害の影響を受ける範囲 

以上の他，動機付け要因である災害の影響を受ける範

囲として，自治体の人口，面積を説明変数に加えた．多

くの自治体が災害として想定している地震にしろ風水害

にしろ，自治体の人口，面積の規模が大きければ被災可

能性は高まり，災害の影響を受ける範囲は大きくなるこ

とから，説明変数としたものである．  
人口は，平均 143,086人，最大 1,930,411人，最小 

999人であった．面積は，平均279.95km2 であった． 

以上のうち，「防災部門職員数」，「財政力指数」，「人口」，

「面積」は，災害施策実施主体である自治体の属性である．

一方，「法令上の権限」（基礎自治体の対応の根拠となる法

令の有無），市民関心施策，財源（基礎自治体への補助制

度の有無）は，施策の属性という性質の差異がある． 

 

 

７.施策充実度と説明変数の関連性 

 

(1)施策充実度と説明変数の関連性の把握方法  

施策充実度と説明変数との関連性の把握は，説明変数の

性質に合わせて，次の 2 種類を行った． 

①全個別施策充実度の平均（以下「総合充実度）および分

類別充実度に対する自治体属性の影響の有無とその大き

さの比較（重回帰分析による） 

②個別施策充実度に対する施策属性による影響(t 検定に

よる） 

 

(2)総合および分類別施策充実度に対する自治体属性の

関連性 

a)分類別施策充実度と自治体属性の関連性の把握方法 

分類別施策充実度および総合充実度に対する自治体属

性の関連性の把握は，充実度を被説明変数，自治体属性

を説明変数，変数を強制投入法による重回帰分析を行っ

た．重回帰分析によって，設定した4つの説明変数の影

響の有無と，4つの説明変数間の影響の大きさの比較が

できる．すなわち，これまで経験的に行政施策に影響が

あると思われていた事項について統計的に立証すること

ができ，また，災害施策の分野（本研究では6分類）別

に，影響のある説明変数，およびその大きさの差異がが

わかる．従って，災害施策の分類別に，その向上を図る

方策のヒントを得ることができると考える． 

b）説明変数の選定 

説明変数間の相関係数は，表10のとおりである．人口

と防災部門職員人数の相関係数(.676)がやや高いが，説明

変数の数が少ないこと，人口は自治体属性として基本的

な項目であることから，説明変数から削除せずに分析を

行った． 
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表11 分類別の災害施策充実度と説明変数の重回帰分析結果(標準化係数一覧） 

説明変数 総合充実度 
①被災可能
性の認識 

②災害予防 ③体制・計画 
④災害対応対

策 
⑤復旧・復興

対策 
⑥地域防災力 

人口 －.021 －.016 .074 －.028 －.074 .032 －.048 

面積 .007 .004 －0.64 －.004 .033 .073 －.009 

防災部門職員人数 .404** －.004 .380** .320** .336** .321**   .288** 

財政力指数 .375** .240** .170** .209** .230** .376** .306** 

調整済みＲ２ .373 .044 .265 .164 .162 .324 .199 

モデル有意確率 ** ** ** ** ** ** ** 

**:p<0.01 ,   *:p<0.05 , N=377 

図3 人口規模別の分類別充実度 

図5 災害部門職員人数別の分類別施策充実度 

図6 財政力指数別の分類別施策充実度 

c)説明変数のランク別の充実度 

4つの説明変数ごとにランクを設け，施策分類別の充

実度をグラフに表したものが図3から6である．人口，

防災部門職員人数，財政力指数は設定ランクの規模が

大きい方が充実度も高く，スケールメリットを感じさ

せるグラフとなった．面積は設定ランクによる差はそ

れほどない． 

d) 総合および分類別施策充実度に対する自治体属性の

影響 

説明変数の重回帰分析の結果は表11のとおりであっ

た．総合充実度（全個別施策充実度の平均）および6つ

の分類を概観すると，総合充実度，②災害予防対策，

③体制・計画，④災害対応準備，⑤復旧・復興準備，

⑥地域防災力において，防災部門職員人数と財政力指

数の影響が有意に認められた．人口と面積の影響は総

合充実度でも，いずれに分類にも認められなかった． 

次に分類別に，防災部門職員人数と財政力指数の影

響を比較する． 

ボランティアや他自治体応援職員の受け入れ体制な

どの個別施策（表3-2～3番号39～50）を含む分類⑤復

旧・復興対策では，防災部門職員人数（標準化係

数.0321），財政力指数（同0.376）と，財政力指数の影

響の方がが大きい．自主防災組織への支援や防災講演

会などの啓発施策（表3-3番号51～59）を含む分類⑥地

域防災力でも，防災部門職員人数（同0.288）より財政

力指数（同0.306）の影響の方が大きい． 

民間住宅，店舗，公立小・中学校，市役所庁舎の耐

震化，公園や道路の整備などの個別施策（表3-1～2番

号11～21が含まれる分類②災害予防対策では，いずれ

も費用のかかる施策と推測できるが，その充実度に

は，財政力指数（同0.170)ではなく，防災部門職員人数

（0.380）の方が大きな影響が認められる． 

防災マップやハザードマップの作成，被害想定など

の個別施策（表3-1番号1～10）が含まれる分類①被災

可能性の認識では，重回帰分析の結果の調整済み決定

係数（Ｒ2）の値(0.044）が低く，説明変数同士の比較

には適なさい結果となった。 

(3)個別施策充実度に対する施策属性による影響 

施策充実度に対する施策属性（「基礎自治体が対応

する根拠法令等の有無」，「市民関心施策」，「財源

（基礎自治体への補助制度の有無）」の影響の分析

は，施策属性別の充実度のt検定を行った． 

いずれの施策属性も有意な結果とはならなかった(表

12）．本研究で説明変数として設定した施策属性によ

る施策充実度への影響は認められない結果となった． 

 

図4 面積規模の分類別充実度 
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表12 施策属性別充実度平均とt検定結果 

説明変数 有無 施策数 充実度平均 

基礎自治体対応根拠とな
る法令等の有無 

あり 38 2.29 

なし 21 2.05 

合計 59  

t(57)=1.40  p: ns 

あり 13 2.12 

基礎自治体への補助制度    
なし 46 2.21 

合計 59  

t(57)=－.175 p:ns 

市民関心施策  

該当 21 2.23 

非該当 38 2.19 

合計 59  

t(57)=.222  p: ns 

表14 本研究で設定した説明変数の施策充実度への影響 

具体的変数 影響 分類  

動機付け
要因  

基礎自治体による対
応の 
適切性  

本調査では検証不可 ― 

災害の影響を
受ける範囲  

人口 基礎自治体の人口 ― 

面積 
防災部門職員一人あた

り面積 
― 

市民の関心  
自由回答記述から設定
したカテゴリー記載の

有無 
― 

決定要因  

行政資源の 
調達  

権限 
基礎自治体の対応の根
拠となる法令等の有無 

― 

組織 本調査では検証不可  

定員 防災部門職員数 ● 

財源  

財政力指数 ● 

基礎自治体への補助制
度の有無 

― 

技術的可能性  本稿では対象外  

凡例●：あり —：認められない， 網掛欄：検討対象外 

表13 施策展開度と施策属性の関連性 
上段：ケース数 
下段（％） 

充実度有意
な向上あり 

充実度の有意
な向上なし 

合計 

市民関心施策である 8 
(44.4) 

10 
(55.6) 

18 
(100.0) 

市民関心施策ではない 16 
(48.5) 

17 
(51.5) 

33 
(100.0) 

合計 24 
(47.1) 

27 
(52.9) 

51 
(100.0) 

χ２＝0.076 ns 

 

８．災害施策展開度と市民の関心の関連性 

 

(1) 市民関心施策の展開度 

本調査は，2011年度にもほとんど同じ設問で実施して

いる．全59施策のうちの51の施策については，2011年度

と2012年度の対応が可能である．そこで，充実度の差を

「展開度」とし，両年とも回答があった233ケースを対象

に，対応のあるt検定を行った（表3-1~3）．その結果

と，説明変数のうち施策属性である「大衆の関心（市民

関心施策）」の独立性の検定を行ったところ，影響は認

められなかった（表13）．「基礎自治体が対応する根拠

となる法令等の有無」，「基礎自治体への補助制度の有

無」についても同様であった（集計表は割愛）． 

 

９． まとめ 

 

本研究では，2章で提示した施策形成モデルに基づいて

設定した説明変数の基礎自体における災害施策の充実

度，展開度への影響を検証した．その結果のまとめが表

14である． 

災害施策の検討開始の契機となり，促す動機付け要因

として設定した「災害の影響を受ける範囲｣，｢市民の関

心」の災害施策の充実度への影響は，本研究の中では認

めらない結果となった．その一方，災害施策の検討を進

め，決定にいたる決定要因として設定した行政資源の調

達の可能性の影響は認められた． 

これらのことは，第2章で述べた施策形成モデルに立ち

返って考えると，基礎自治体の災害施策は，問題を認識

したあと，その問題の影響を受ける範囲の大小や市民の

関心の影響を大きく受けずに，調達できる行政資源をも

とに災害施策の検討が始まり，深められ，充実していく

ことを示していると考える． 

また，行政資源である定員（「防災部門職員数」）と

財源（「財政力指数」）では，個別施策の分類によって

認められる影響の大きさが異なっていた．このことは，

災害施策案の検討を深める際に，調達可能な行政資源に

よって充実できる施策の種類が異なることを踏まえてお

く必要があることを示していると考える．本研究での取

り上げた災害施策を利用して表現すれば，分類③災害予

防体制に係る施策（主に表3-1）を充実したい場合は，財

源を用意に重点をおくのではなく，災害施策の検討実施

に専念する時間を持てる職員の増員を合わせて検討すべ

きである．その一方，復旧・復興対策に係る施策を充実

させたい場合は，財政上の配慮も合わせて必要と考えら

れる． 

地域主権を基調として基礎自治体における災害施策の

充実を促進するためには，各自治体独自の努力によって

何ができるかを拡げることが重要であると考える．本研

究の結果からは，各自治体の考えによって工夫が可能な

防災部門への職員の配置が有効であると考えられるな

ど，その可能性を確認できたと考える． 

 

10．今後の研究課題 

 

本研究では，基礎自治体の災害施策担当者の自己評価

による災害施策充実度を分析対象としている．次の研究

課題のひとつは，客観的データによる充実度と充実を促

進させる要因の把握と考える． 

また，災害施策を包括的に分析することに主眼をおい

たため，個別の災害施策の充実とその要因の関係性を詳

細にとらえることを犠牲にしている．しかし，災害対策

の段階を基にした個別施策の分類によっては，防災部門

職員人数で代表される人材による影響が大きいものと，

財政力指数で代表される財政力による影響が大きいもの

に分かれていることが明らかになった．これは，個別施

策ごとに充実度を促進させる要因を分析していては得ら

れなかった結果である．分類による特徴を踏まえて，個

別施策の充実の要因を詳細に把握していくことも今後の

研究課題のひとつである． 

本研究の元となった調査は，災害施策を包括的かつ発

展的に示すことで，基礎自治体が防災力を自己評価し，

災害施策の見直しに取り組むきっかけになることを意図

している．今後も継続する予定であり，調査を積み重ね

ていくことで，基礎自治体の災害施策充実に資する知見

を今後も明らかにしていきたい． 
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補注 
 

(1)「関心カテゴリ」の設定方法は以下のとおりである．テキスト

マイニングソフト（IBM SPSS Text Analytics for Surveys4.0）によ

り，自由記述文からすべての名詞を抽出する．名詞は，使われて

いる回答ケース数とともに表示されるので，使用頻度も把握でき

る．また，抽出名詞が使用されている回答文も同じ画面に表示さ

れ る の で ， 使 用 の 意 味 合 い も 把 握 で き る ． 

抽出された名詞から，分析者の任意で類語をカテゴリとして設定

する．回答ケースには，設定されたカテゴリを含むかどうかが新

たな変数として自動で入力される．そのため，度数分布集計など

統計処理が可能になる． 

(2)災害による被害を未然に防ぐ「防災」より含む意味が広く，災

害対策基本法に規定される「防災」にしばられるものではない．

また，理念を主とする政策より具体的であり，事務事業の集合を

対象とするため「施策」とした． 
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