水害常襲地域・重信川流域における防災意識
小保田春加
Ⅰ．はじめに

Ⅱ．重信川の概要と過去の水害

重信川は古くから「暴れ川」として有名な河

重信川は，愛媛県中央部に位置する幹川流路

川であり，前線や台風の時期には，毎年氾濫を

延長 36 ㎞，
流域面積 445 ㎢の一級河川である。

繰り返し，大きな被害を出していた。その被害

愛媛県東温市の東三方ヶ森を水源とし，東温市

の半面，人々は川の周囲にある地下水や泉を頼

内を南西に流れ，山之内で松山平野に出る。そ

りに生活しており，重信川は「潤い」を与える

の後，東温市吉久で表川を合流後，向きを西に

存在でもあった。こうした水害常襲地域におい

変え，拝志川，砥部川，内川及び石手川を合わ

て，
松山の人々は重信川とともに暮らしてきた。

せ流れつつ，松山市垣生で伊予灘に注ぐ。昭和

重信川の護岸工事が完成し，その被害を少なく

18 年 7 月台風に伴う大洪水により，8 箇所の堤

することができたのは，平成に入ってからであ

防が決壊した。この激甚な被害を契機として昭

る。そして，現在の松山では，重信川の氾濫よ

和 20 年 5 月，国による河川改修事業に着手し

りも，内水による被害が多く，平成に起きた水

た。また，国による河川改修着手後の昭和 20

害の多くが内水氾濫によるものである。
しかし，

年 10 月洪水でも堤防が各所で決壊し大水害が

護岸の整備に伴い，住民の水害に対する危機意

発生した。
昭和 50 年代に重信川流域の河川改修事業は

識の低下が懸念される。
本研究では重信川流域住民に水害に関する意

ほぼ完成し，堤防整備率は約 99％と言われてい

識調査を行い，
どのような防災意識を持つのか，

る。昭和 20 年洪水以降は，幸いにも堤防の決

どのような対策をとっているのかについて明ら

壊等の重大災害は発生していないものの，平成

かにする。

13 年に戦後最大，平成 10 年に戦後第 2 位の大

図 1 調査地域概観
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洪水が発生している（国土交通省四国地方整備

表 3 ③被害有・非洪水想定地域

局，2007）
。
Ⅲ．アンケート調査
重信川流域に位置する 8 つの町内会の住民に，
浸水経験や防災対策など水害に関するアンケー
ト調査を行った。本調査では，まず松山市が作
成している洪水ハザードマップ・内水ハザード
マップを基に，
洪水想定区域を抽出した。
次に，

10歳代
20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳以上
合計

市坪北
0
1
0
1
2
3
5
12

古川北
0
0
0
2
3
14
11
30

合計
0
1
0
3
5
17
16
42

松山市が公開している浸水履歴を参考に，被災
現地調査では，古川西・井門町・市坪北・の

回数を町内会ごとに集計した。そして，これら
の資料から，ハザードマップで浸水予測がされ

4 地域でヒアリングを行い，土居町・余戸南 4

る地域，予測されない地域とで，アンケートの

丁目・余戸南 2 丁目・古川北の 4 地域にはアン
ケート用紙を配布し，後日町内会ごとに返送を

回答に違いが生じるかを検討するため，アンケ

お願いした。市坪南は，ヒアリングとアンケー

ート対象者を以下のように限定した。
（以下，3

トの両方を行っている。

地域と表記する。
）
➀松山市洪水ハザードマップ

調査の結果，➀の地域から 138 名，➁の地域

または松山市内水ハザードマップの浸水想定区

から 87 名，➂の地域から 42 名，合計 267 名の

域で，なおかつ最近 20 年間に浸水被害を受け
た地域，
➁ハザードマップで洪水想定区域だが，

調査結果が得られた。アンケート回答者の内訳
を表 1-3 に，アンケート項目を表 4 に，また，

最近 20 年間は浸水被害を受けていない地域，

アンケート調査実施地を図 2 に示す。

➂ハザードマップで洪水想定区域に該当してな
いが，実際には過去 20 年間で，浸水被害を受

Ⅲ‐1．居住年数について

けた地域。

居住年数と水害があった年を比べて，水害の

表 1 ①被害有・洪水想定地域

市坪南 古川西
10歳代
0
0
20歳代
1
0
30歳代
4
3
40歳代
4
4
50歳代
7
3
60歳代
13
4
70歳以上
33
9
合計
62
23

土居町
0
0
9
7
3
17
17
53

経験の有無によって，回答に違いが生じるのか

合計
0
1
16
15
13
34
59
138

を検討するために，以下の様に居住年数もヒア
リングした。
被害有・洪水想定地域では，➄21 年以上と回
答した人が 62％と最も多く，次いで➀10 年以
下と回答した人が 23％となっている。被害無・
洪水想定地域では，➄21 年以上と回答した人が
57％，次いで➀10 年以下と回答した人が 16％

表 2 ②被害無・洪水想定地域

10歳代
20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳代
合計

余戸南⑷ 余戸南⑵ 井門町
0
0
0
0
0
0
3
2
2
5
7
0
7
3
3
9
6
0
14
22
4
38
40
9

となっている。被害有・非想定該当地域では，
➄21 年以上と回答した人が 71％，次いで➁11

合計
0
0
7
12
13
15
40
87

表 5 居住年数と水害履歴

期間中に重信川による水害があった年
居住年数
➀10年以下 水害記録無し
➁11－13年 平成16年
➂14－16年 平成13年（戦後最大），平成11年
➃17－20年 平成10年（戦後第2位），平成7年，平成8年
➄21年以上 昭和 18 年（観測史上最大），昭和 54 年など
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表 4 アンケート項目
アンケート項目

Ⅰ-1
Ⅰ-2
Ⅰ-3
Ⅱ-1
Ⅱ-2
Ⅱ-3
Ⅲ-1
Ⅲ-2
Ⅲ-3
Ⅳ-1
Ⅳ-2
Ⅳ-3
Ⅳ-4
Ⅳ-5

(1)年齢
(2)居住年数
(3)住居
(1)災害について関心があるか。
(2)大雨の際，重信川は水害が起こりやすいと思うか。
(3)重信川以外で，水害などについて関心がある川はあれば教えてください。
(1)自宅または自宅周辺が浸水したことがあるか。
(2)災害に備えて非常用持ち出し品を準備していますか。
(3)家族や隣人と非常用のための話し合いをおこなっていますか。
(1)市や町が指定した水害時の避難場所を知っていますか。
(2)住んでいる市や町の洪水ハザードマップを持っていますか。
(3)ご自身の地域について把握していることを教えてください。
(4)地域の防災活動に参加していますか。
(5)国土交通省や愛媛県がインターネットで情報（雨量や水位提供）を公開していることを知っているか。また利用しているか。

図 2 調査対象地域
－13 年と回答した人が 10％となっている。い

あるか」については，➀地震と回答した人が最

ずれの地域でも，➄21 年以上と回答した人が最

も多く，すべての地域で 6 割近い値を示してい

も多く，5 割以上を占めている。

る。次いで約 3～4 割の人が➃水害と回答して
いる。

Ⅲ‐2．災害や重信川への関心について

「重信川は水害が起こりやすい川だと思うか」

「災害について関心がありますか」
について，

については，被害有・洪水想定地域と被害無・

➀とても関心があると回答した人が，被害

想定該当地域では，➀起こりやすいと回答した

無・洪水想定地域で最も多く 24％。また➁関心

人がそれぞれ 34％と 51％，➁起こりにくいと

があると回答した人が，被害有・想定該当地域

回答した人が 31％と 46％になり，➀起こりや

で最も多く 80％，➀とても関心がある，➁関心

すいと回答した人が➁起こりにくいと回答した

があると回答した数を合わせると，いずれの地

人を上回った。一方，被害有・非洪水想定地域

域でも 9 割を超え，災害に対して非常に関心が

では➀起こりやすいと回答した人が 28％，➁起

ある地域である。しかし，
「どんな災害に関心が

こりにくいと回答した人が 40％となり，➁起こ
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図 3 「重信川は水害が起こりやすいと思う

図 4 「非常用の持ち出し品を準備している

か」 上：①被害有・洪水想定地域 下：③

か」 上：②被害無・洪水想定地域 下：③

被害有・非洪水想定地域

被害有・非洪水想定地域

りにくいと回答した人が➀起こりやすいと回答

について，被害有・洪水想定地域や被害無・洪

した人を上回っている。
（図 3）

水想定地域では，➀準備していると回答した人

「国土交通省や愛媛県がインターネットで情

が 36％，35％，➃準備していないと回答した人

報(雨量や周辺河川の水位など)を公開している

が 46％，51％と，➃準備していないと回答した

ことを知っているか」について，被害有・洪水

人が➀準備していると回答したい人を上回って

想定地域や被害無・洪水想定地域では，➂知ら

いる。一方，被害有・非洪水想定地域では，➀

ないと回答した人が半数を超えた。一方，被害

準備していると回答した人が 45％と半数近い

有・非洪水想定地域では➀知っているし，利用

割合になっており，➃準備していないと回答し

したことがある②知っているが，利用したこと

た人を上回っている（図 4）
。

はないと回答した人が合わせて 81％になって

「家族や隣人と非常時のために話し合ってい

いる。

るか」について，被害有・洪水想定地域では，
➀積極的に話し合っている➁話し合っていると
回答した人が合わせて 45％と半数近い割合に

Ⅲ‐3．非常時のための備えについて
「非常用の持ち出し品を準備していますか」

なっている。被害無・洪水想定地域では，➂あ
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図 5 「家族や隣人と非常時のために話し合

図 6 「地域の防災活動に参加しているか」

っているか」③被害有・非洪水想定地域

③被害有・非洪水想定地域

まり話し合っていない➃話し合っていないと回

域では，➁水害時の避難場所か分からないが知

答した人が合わせて 80％になっている。被害

っていると回答した人が 27％と，3 地域で最も

有・非洪水想定地域では，➀積極的に話し合っ

高い割合になっている。

ている➁話し合っていると回答した人が 74％
と，3 地域で最も話し合いをおこなっていた。

Ⅳ．考察

「地域の防災活動に参加しているか」につい

アンケート結果から，重信川流域住民の防災

て，➀積極的に参加している➁参加しているを

意識について考察する。

合わせた割合は，被害有・非洪水想定地域で
46％と最も高く，次いで被害有・洪水想定地域

Ⅳ‐1．居住年数による意識のちがい

で 30％，被害無・洪水想定地域で 22％となっ

居住年数と被災経験との有無によって，防災

ている。いずれの地域でも共通して，➂あまり

意識に変化が見られるか検証した。

参加していない➃参加していないと回答した人

「災害について関心があるか」については，

が半数を超えている。

居住年数が➀10 年以下から➄21 年以上までほ
ぼ変化はなく，関心があるという回答が多くを

Ⅲ‐4．ハザードマップについて

占めた。居住年数による関心度の違いはあまり

「ハザードマップを持っているか」
について，

生じない。また，平成 27 年 9 月関東・東北豪

➀持っているし，見たことがある②持っている

雨が発生した同月に調査が行われたために，災

が，見たことはないと回答した人がいずれの地

害に対する関心がより高まっていた可能性も示

域でも半数を超えている。特に被害有・非洪水

唆される。

想定地域では，➀持っているし，見たことがあ

「非常用の持ち出し品を準備しているか」に

ると回答した人が，57％と高い割合になってい

ついては，➀10 年以下では，約 2 割が準備して

る。

いたのに比べて，➄21 年以上では，多くの地域

「水害時の避難場所を知っているか」につい

で 4 割を超える人が準備している。表 5 に見ら

て，➀知っていると回答した人が被害有・洪水

れるように，過去 10 年間では目立った災害は

想定地域と被害有・非洪水想定地域で約 70％と，

起こっていないが，それ以前には大災害の記録

高い周知率になっている。被害無・洪水想定地

があった。このことから，その災害体験が非常
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用の備えに影響が与えていると考える。

に被災経験がなくても，災害への備えをしてお

「水害時の避難場所を知っているか」につい

くことが今後の課題である。

て，➀居住年数 10 年以下と⑤21 年以上で比較
すると，①10 年以下では，➁知っているが水害
時の避難場所か分からない➂分からないと回答
する人の割合が多いという結果に対し，➄21 年
以上では，➀知っていると回答する人の割合が
半数を大きく超えている。
これらの結果から，居住年数が長くなるにし
たがって，避難場所を知っている人の割合が増
えており，避難場所の認識度に差が出た。その
地域に長く住むことで地域との関わりや行事へ
の参加が増える。それが避難場所の認識へ関わ
ってくると予想されるが，居住を始めたばかり
の人々こそ避難場所を知ってもらう必要がある
だろう。これは，すぐ改善できる課題であり，
住民同士の教えあいや自治体の努力を求めたい。
Ⅳ‐2．災害や重信川への関心について
「災害について関心がありますか」
について，
➀とても関心がある②関心があると回答した人
は，いずれの調査地域でも 9 割以上になった。
重信川流域の住民は多くの人が災害に関心があ

図 7 被害無・洪水想定地域 上：
「災害に

ることが分かった。被害有・洪水想定地域や被

関心があるか」下：
「ハザードマップを持っ

害有・非洪水想定地域では，
重信川だけでなく，

ているか」

内川や傍示川などによる内水氾濫も続いている
「どんな災害に関心があるか」について，す

ことや，傍示川の河川改修工事が途中であるこ
とから，
現在でも関心が高いことがうかがえる。

べての地域で➀地震と回答した人が➃水害と回

また，被害無・洪水想定地域では➀とても関心

答した人の数を上回った。これは，現在松山市

があると回答した人が他の地域よりも多く，そ

が南海地震に向けて，市民に向けた地震時のシ

の地域の一つである余戸南 2 丁目では 4 割近く

ミュレーションなどを説明する取り組みを多く

が回答している。この地域は実際に被害には遭

行っていること，さらに平成 13 年の芸予地震

っていないが，
ハザードマップの所持率が高い。

では土居町も被害にあっていることから，現在

よって，被災経験に関係なく，ハザードマップ

の松山市は，災害の中でも地震対策に力を入れ

で洪水想定地域に指定されている地域だという

ており，住民の意識も地震に向かっていると考

意識が住民に浸透していることがいえる。
一方，

えられる。

余戸南 2 丁目と同じ被害無・洪水想定地域であ
Ⅳ‐3．非常時のための備えについて

る余戸南 4 丁目では，住民の災害に対する関心
は高いが，ハザードマップの所持率が低く，ま

「非常用の持ち出し品を準備しているか」に

た地域の防災活動にも消極的であるため，実際

ついて，➀準備していると回答した人が多くの
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地域で約 4 割になった。特に古川西で 52％と半

るが水害時の避難場所か分からないと回答した

数以上の人が非常用の持ち出し品を準備してい

人が 27％であった。浸水経験によって，現地住

る。先にも述べたように，古川西では未だ傍示

民も自ら避難場所を確認でき，水害時に避難場

川の河川改修工事や下水道などの水害対策に関

所が本当に安全なのか考えるきっかけになった

する課題が残っているため，内水氾濫が頻繁に

と言える。

起きていることから，特に非常時のための備え
が出来ている割合が半数を超える。

Ⅴ．まとめ

「隣人や家族と非常時のための話し合いをお

今回の調査では，住民に対するアンケート調

こなっているか」について，浸水被害の経験の

査及び現地での聞き取り調査をもとに，重信川

有無が最も顕著に表れた。➀積極的に話し合っ

流域の住民の防災意識について考察した。

ている➁話し合っていると回答した人が，被害

過去の水害を経験した人は，
「家の周りが浸か

有・非洪水想定地域の市坪北で特に多く，92％

るのはこの辺りでは当たり前」という意見があ

まで伸びた。一方，被害無・洪水想定地域では

ったが，重信川流域の住民は水害を非常に身近

20％となり，非常時に備えた話し合いは浸水経

なものと感じており，総じて水害に対する関心

験によって生じるものだということが明らかに

は高いことがうかがえた。被災経験は，その後

なった。

の意識の変化の誘因になったと言える。水害を

「地域の防災活動に参加しているか」につい

経験していない地域でも，ハザードマップで浸

ては，➀積極的に参加している➁参加している

水想定範囲に該当していることによって，地域

と回答した人が，被害有・非洪水想定地域の古

住民の防災意識にある程度の影響があることも

川北で 55％と半数以上になった。被害無・洪水

分かった。一方，重信川の河川改修が完成し大

想定地域と比較すると，被害有・洪水想定地域

きな洪水が起きなくなったことにより，重信川

は平均して 3 割近い数字を示すことから，少人

への危機感の薄さが目立ち，
「自分の地域までめ

数の参加が見込まれる。

ったに水は来ない。
」
といった考えを持つ人が多
いことも明らかになった。本調査から見える対

Ⅳ‐4．ハザードマップについて

象地域の今後の課題としては，ハザードマップ

「ハザードマップを持っているか」
について，

の配付率に地域によって差があるので，すべて

➀持っているし，見たことがある②持っている

の家庭に行き渡ることが望ましい。また一部の

が，見たことはないと回答した人が，3 地域す

地域では，避難場所に指定されている場所が危

べてで半数を超えている。しかし，自治体ごと

険な場合もある。ある地域では，避難するより

にみると被害有・洪水想定地域の市坪南と土居

も自宅待機したほうが安全だという意見もあっ

町で半数を下回る。市坪南は，頻繁に内水氾濫

た。再度避難場所に指定されている施設の検討

に遭っている地域であり，住民も住んでいると

が必要である。そして，災害時には地域住民の

ころが浸水しやすいことを理解している。

協力が重要である。調査結果では，防災活動に

「水害時の避難場所を知っているか」につい

参加していない人や非常時の備えをしていない

て，ここでも浸水被害の経験の有無が顕著に結

人も多くいた。今以上の地域内での連携を今後

果に表れた。➀知っている➁知っているが水害

期待したい。

時の避難場所か分からないと回答した人が，3
地域すべての自治体で半数を超え，市坪北では
➀知っていると回答した人が 100％になった。
しかし，被害無・洪水想定地域では➁知ってい
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