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The aim of this study is to improve the living environment of evacuees during disasters. In this study, we 

conducted a questionnaire survey targeting residents of Kumamoto Prefecture during the Kumamoto earthquake in 

2016. This paper describes the actual utilization of public shelters, the reasons and purpose of their use, and the 

unsatisfied requirements of the shelter environment. This paper also discusses how the evacuees’ personal attributes, 

the damage levels of their houses, and the nearby presence of relatives influenced their behavior and requirements for 

the shelter environment. The characteristics of the buildings used as shelters also influenced evacuees’ requirements 

for the shelter environment. For instance, evacuees sheltering in schools tended to feel more uncomfortable than in 

other shelters. These results will help disaster management improve shelter environments. 
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1.研究の背景と目的 

2016年熊本地震は4月14日 21時26分にM6.5の前震が、4

月16日1時25分にM7.3の本震が発生した。余震が多かったこ

ともあり、熊本県での避難者は4月17日に最大183,882 人（県

民の1割以上）に達し、全ての避難所が解消されたのは11月18

日であった 1)。公立学校の多くが指定の有無にかかわらず避難所

となった。指定避難所でなかった私立学校や庁舎、体育館、研修

施設にも周辺の住民が避難し、旅館・ホテル、車中泊や軒先避難

など避難場所は多岐にわたった 1)。 

避難所での課題として、物資やトイレ等の不足の他に、被災

者同士の場所の取り合いなどの事例が報告されている 1) 2)。災害

下の共同生活でストレスが蓄積し、不安や不満を抱えていた可能

性があり、避難者の不満は、避難所の円滑な運営にも支障を及ぼ

すと考えられる。また、熊本地震の避難所・避難生活に関する既

往文献は、ほぼ避難所運営側からアプローチしたものであった。 

そこで、本研究では、被災者の視点から、避難所での「不満」

について調べ、大規模災害発生時の避難所の計画・運営に寄与す

る知見を提供することを目的とする。熊本地震の発生から5年が

経過し、熊本県民のシンボルである熊本城の天守閣が復旧した節

目に、地震発生当時の避難生活を振り返り、地震発生当時に報

告・記録されなかった実態を明らかにすることを目指す。 

2.調査概要 

 熊本地震発生当時、熊本県内に居住していた方々に SNS

（Instagram, Facebook）や知人等を介した口コミを通じてアン

ケート調査への協力を依頼し、Web上で Googleフォームを用い

た調査票に回答を入力いただいた。調査概要を表1に示す。 

【表-1】アンケート調査の概要 

調査対象 熊本地震発生時（2016年4月）熊本県在住者 

調査期間 2021年7～10月 

調査手法 Webアンケート 

回収数 96サンプル 

調査項目 ・回答者属性（年齢、性別、居住地の郵便番号） 

・自宅の地震被害状況 

・避難所の利用状況 

・避難所を利用した理由/利用しなかった理由（自由記述） 

・避難所利用者への設問：避難所の建物種類、利用期間、 

利用目的、不満・困ったこと（自由記述） 

3.調査結果 

3-1.回答者属性 

調査結果のうち、回答者の個人属性に関する内容を以下に記す。 

男女の偏りはない（図-1）。年齢は 15～24歳（発災当時 10～

19歳）が半数近くを占める一方、65歳以上（発災当時60歳以上）

の回答者が少ない（図-2）。SNSを介して調査協力を依頼し、Web

アンケート形式で調査したことが理由と考えられる。 

男性 女性

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【図-1】回答者の男女比 

15〜24歳

25〜34歳

35〜44歳 45〜54歳 55〜64歳

65〜74歳

75〜84歳
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【図-2】回答者の年齢構成 
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 回答者の居住地の分布を図-3に示す。大半が熊本市在住者で、

他に、益城町、八代市、阿蘇市、山鹿市、大津町、御船町などか

ら回答があった。 

 居住地の郵便番号に基づいて地震時の震度を推定した。回答者

の6割以上が震度6強または震度6弱に曝されていた（図-4）。

約3割が自宅に甚大な被害（全壊、大規模半壊、半壊）を受けて

おり、準半壊・一部損壊、ライフラインの停止も含めると 97％

が何らかの被害を受けている（図-5）。震度と自宅被害の関係を

見ると、震度6弱以上の場合に比較的大きな自宅被害があった。

なお、郵便番号不明サンプルも、半数が自宅被害を、他はライフ

ラインが停止しており、ある程度の震度に曝されていたと言える。 

 

3-2.避難所利用状況 

 避難所利用に関する問い「あなたは震災発生後1ヶ月の間に避

難所を利用しましたか。」に対する回答結果を以下に記す。回答

者全体の38.5%が避難所を利用し、61.5%が利用していなかった。 

避難所利用と自宅被害との関係を図-6に示す。「避難所を利用

しなかった」回答者のうち、親戚宅等への避難者、車中泊者をわ

けて集計した。自宅被害の程度が大いほど、避難所をはじめ自宅

外で避難生活を送った世帯が多い傾向が見られた。 

 

(1) 避難所を利用しなかった理由 

避難所を利用しなかった理由（自由記述）をまとめた結果を、

表-2 に示す。複数の理由を回答したサンプルについては、それ

ぞれの理由を分けて集計した。これらの理由には、災害時の避難

者数を抑制し、在宅避難を可能にする要因が含まれていると考え

られる。 

自宅被害が少なく避難する必要がなかった回答者が大半を占

めており、揺れが小さいエリアでの避難者が少ないこと、宅地や

家屋の耐震性能の確保・向上が重要であることを示唆している。

電気・水道等のライフラインが使えたことや早期復旧したことも、

理由として挙げられた。ライフライン災害対策が、避難者数の抑

制に寄与する可能性が示唆された。また、車中泊し避難所利用を

回避したケースもあった。この背景に、自宅敷地内等に車中泊で

きるスペースがあることや、自動車保有率の高さがある。「災害

用備蓄」や「会社から配給があった」こと、「農家なので食べる

のものには困らなかった」ことも、在宅避難の助けになったと考

えられる。 

近隣の親戚宅へ避難した世帯もあり、避難所利用者のなかにも、

親戚宅で避難生活を送った回答者がいた。この背景に、親戚が近

居している居住環境がある。また、ペットや乳児・妊婦がいる世

帯で避難所利用を控えていた。各世帯で在宅避難するための準備

と、これを支援する仕組みが必要であり、その一方で、避難所に

おいて避難者の多様性に配慮することが求められる。また、避難

所の環境（利便性、衛生面、プライバシー、避難スペースの広さ・

混雑など）に対する不安から利用を控えたケースがあった。自宅

が大きな被害を受け、他に身を寄せる場所のない住民が、避難所

への避難を控えることのないように、また、避難者の心身の健康

を保つために、避難所の環境改善が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図-3】回答者の居住地分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図-4】居住地の震度（n=96） 【図-5】自宅被害状況（n=96） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図-6】避難所利用と自宅被害との関係（n=96） 

 

【表-2】避難所を利用しなかった理由（n=59） 

 利用しなかった理由 回答率 

在宅 

避難 

自宅の被害がなく（または軽微で）生活できた 59.3% 

ライフラインが使えた・早期復旧した 13.6% 

車中泊した 11.9% 

備蓄品・配給品・農作物があった 5.1% 

他所へ 

避難 

親戚宅に避難した 16.9% 

本震前に県外へ避難した 1.7% 

世帯 

構成 

ペットを飼っていた 6.8% 

妊婦・乳児がいた 1.7% 

避難所 

環境 

避難所は不便・不自由 6.8% 

避難所にはプライバシーがない 5.1% 

避難所が混んでいた 5.1% 

避難所は不衛生と思った 1.7% 

共同生活に抵抗があった 1.7% 

その他 

避難所を他の人に譲るために利用を控えた 3.4% 

仕事の関係 3.4% 

空き巣など防犯面の不安があった 1.7% 
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(2) 避難所利用の実態 

避難所として利用した建物の種類を図-7 に示す。ここでは、

無回答サンプルを除いた集計結果を示す。７割以上が「小中高等

学校」を、次いで高齢者施設や児童福祉施設などの「社会福祉施

設」、「公民館」、「大学」「（市の運営する）体育館」、「庁舎」、「宿

泊施設」を選択していた。指定避難所ではない施設も含まれる。

また、複数箇所を転々とし避難生活を送ったケースもあった。 

避難所の利用期間を図-8に示す。回答のあった13サンプルの

うち約６割が１週間以下で、最長３週間であった。ボランティア

として長期滞在したケースも含まれる。避難所利用期間は、ライ

フライン停止期間と関係している傾向が見られた。 

 

(3) 避難所を利用した理由・目的 

避難所利用者が、避難所をどのように利用したか（自由記述）

をまとめた結果を、表-3 に示す。利用の理由や目的を複数回答

したサンプルについては、理由・目的を分けて集計した。 

避難所利用の背景として、停電・断水・ガス供給停止といった

「ライフライン停止」、自宅の損壊や家財の散乱により「住める

状態ではなかった」という記述があった。また、約２割が、自宅

被害の有無にかかわらず、余震への不安を感じて避難していた。 

利用目的は、８割以上が宿泊先として避難所を利用していた

（施設内での宿泊の他に、グラウンドや駐車場での車中泊も含

む）。炊き出しや水、トイレの利用を目的としていた避難者も２

割以上いる。避難所運営を手伝うために通っていた回答者もいた。 

「寝泊まりの拠点」としたケース（自宅は半壊）、「炊き出し、

水をもらいに行った。停電していたので夜だけグラウンドに車を

止めてそこで寝泊まりした」ケース（自宅の損壊なし）、「余震を

恐れて一泊だけした」ケース（自宅の損壊なし）など、自宅の損

壊やライフライン停止状況などにより、避難所の利用実態は多様

であった。 

 

 (4) 避難所利用時の不満・困ったこと 

 避難所の利用にあたって不満だったことや困ったこと（自由記

述）をまとめた結果を表-4 に示す。複数の内容を回答したサン

プルについては、それぞれの内容に分けて集計した。 

避難所を利用した人のうち約２割が、人間関係や避難所の運営

体制について不満や困ったことがあったと回答している。次いで、

断水下でのトイレの衛生問題、体育館や車中での寝床の問題が指

摘された。また、避難所利用者の約１割が、十分な食料・物資が

届かなかったこと、プライバシーが保てなかったことを指摘して

いた。１割未満であるが、防犯面、避難スペースの狭さ（混雑）、

騒音、要配慮者対応についての指摘もあった。この他に「入浴で

きなかったこと」や「寒さ」も指摘された。一方で「不満はない」

「感謝しかない」といった声もあった。 

避難所利用時の不満・困ったことを、男女別にまとめた結果を

図-9に示す。女性の方が、トイレや食料・物資、プライバシー、

要配慮者対応に関する指摘が多かった。一方、男性は、人間関係・

避難所運営について不満や困ったことがあったと回答した割合

が、女性よりやや高かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図-7】避難所の建物種類（n=32）【図-8】避難所利用期間（n=13） 

  

【表-3】避難所をどのように利用したか（n=37） 

 利用の理由・目的 回答率 

利用の

理由 

自宅のライフラインが停止していた 29.7%  

余震への不安があった 18.9%  

自宅の損壊、家財の散乱で自宅に住めなかった 8.1%  

利用の 

目的 

寝泊まり 
（うち「夜のみ」と記述のあった回答） 

62.2%  
(10,8%) 

運動場・駐車場での車中泊 18.9%  

炊き出し 21.6%  

水の利用 5.4%  

トイレの利用 2.7%  

避難所運営の手伝い（ボランティア） 10.8%  

 無回答 13.5%  

 

【表-4】 避難所での不満・困ったこと（n=37） 

 主な具体例 回答率 

人間関係・

避難所運営 

・大声で不満を言う人、マナーを守れない人がいた。 

・避難所の統治者・責任者を選ぶときだいぶ揉めた。 
指示系統がバラバラだった。 

21.6% 

トイレ 

・水道が止まってトイレを手動で流していた。 
・不衛生にならないようにするのが大変だった。 
・ティッシュを捨てる袋からの匂いが気になった。 

18.9% 

寝床 

・体育館だったので床が硬すぎて眠れなかった。 
・雑魚寝状態で､枕元を子供達が走り回っていた。 
・車中泊をしたが、眠れず辛かった。 

18.9% 

食料・物資 
・水や食料が回ってくるのが遅かった。 
・食べ物もままならず空腹を凌ぐのが大変だった。 

10.8% 

プライ 

バシー 

・パーテーションがなくプライバシーがなかった。 
・プライベートスペースが全く無かった。 

10.8% 

防犯面 
・毛布を奪われた。 
・荷物が届かなかった。 

8.1% 

狭さ ・体育館はいっぱいで入れず車中泊をした。 5.4% 

騒音 ・人の足音が地震ではないかと思い不安になった。 5.4% 

要配慮者 

対応 

・高齢者や体の不自由な方へのケアが不十分。 

・和式トイレしかなく母がしゃがめず大変だった。 
5.4% 

特になし 
・不満は何ひとつなく。有り難さしかなかった。 

・立派なホテルを避難所にしてくれ感謝しかない。 
40.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図-9】避難所での不満・困ったこと（男女別）n=37 

- 22 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.21, 2022 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.21, May, 2022 

0% 10% 20% 30%

人間関係・避難所運営

トイレ

寝床

食料・物資

プライバシー

防犯面

狭さ

騒音

要配慮者対応

小中高校(n=24)

その他(n=13)

寝泊まり 車中泊 炊き出し
ライフライ
ン停止

余震への
不安

（n=23） （n=7） （n=8） （n=11） （n=7）

人間関係・避難所運営 30.4% 14.3% 37.5% 36.4% 14.3%

トイレ 13.0% 28.6% 25.0% 18.2% 0.0%

寝床 21.7% 28.6% 0.0% 18.2% 14.3%
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狭さ 4.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0%
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 避難所利用時の不満・困ったことを、避難所の建物種類別にま

とめた結果を図-10に示す。総じて、小中高等学校を利用した人

の方が、不満・困ったことを多く回答していた。特に、トイレ、

寝床、食料・物資、防犯面、騒音については、その他施設（社会

福祉施設、公民館、大学、体育館、庁舎、宿泊施設）を利用した

人たちは、不満を抱いていない。指定避難所の小中高等学校には、

多数の近隣住民が避難し、トイレ利用者も多く衛生面での課題や、

食料・物資の不足が生じた可能性がある。さらに、学校体育館な

ど大空間での雑魚寝が、寝床やプライバシー、防犯面の不満・不

安につながった可能性がある。小規模居室を有する施設を避難所

に転用することで、結果的に避難者の不満を抑制できる可能性が

示唆された。また、小中高等学校は、災害時にも業務継続（早期

の学校再開）が求められることから、住民主体の避難所運営が求

められる。一方、その他施設（福祉施設、庁舎を除く）は、災害

時の業務継続はそれほど求められず、施設管理者が避難所運営に

関与しやすいことも、避難所利用者の不満が少なかった要因かも

しれない。また、指定避難所でない施設では、避難者の期待度が

低く、不満を抱かなかった可能性がある。なお、小中高等学校と

その他施設の利用期間、被害の程度に大差はなかった。 

【図-10】避難所での不満・困ったこと（建物種類別）n=37 

避難所利用時の不満・困ったことを、避難所の利用目的・理由

別にまとめた結果（５サンプル以上の目的・理由毎の回答率）を

表-5に示す。 

「寝泊まり」を目的とする人は、「人間関係・避難所運営」「寝

床」「トイレ」「プライバシー」など、不満に思う項目が多様であ

った。これに対し「車中泊」を目的とする人は、「人間関係・避

難所運営」についての記述が少なく、「トイレ」「寝床」「食料・

物資」に関する記述が多かった。また、「炊き出し」を目的とす

る人の不満は限定的であった。避難所を生活拠点とし、他の避難

者と共同生活を送る時間が長い場合に、様々な面で不満を感じる

に傾向にあり、車や自宅など別の拠点を持ちながら避難所を利用

する場合は、避難所に対する不満の内容が限定的と言える。 

「ライフライン停止」を理由とする人は、「余震への不安」を

理由とする人より、どの項目も不満に感じる割合が高い。前者が

ライフライン復旧まで利用しているのに対し、後者は１～２日で

帰宅した人もおり、避難所滞在時間の長さが影響している可能性

がある。また、自宅の損壊等で避難所を利用した人は、避難所に

対する不満が少ない傾向が見られた。甚大な被害を受けた被災者

は、他に大きな問題を抱えており、避難所での問題を重視してい

ない可能性がある。避難所利用者の不満の程度が、避難所での問

題の重要性に直結しない可能性があることに注意が必要である。 

【表-5】 避難所の不満・困ったこと（利用目的別） 

4.まとめ 

本研究では、被災者の視点から、熊本地震発生後の避難所利用

の実態と、避難所を利用した目的・理由（利用しなかった理由）、

避難所での不満・困ったことについて調べ、その特徴を分析した。

公的な避難所以外に、親戚宅や車中など被災生活の拠点となった

場があり、避難所の利用目的（ニーズ）が多様であること、個人

属性・利用目的ごとに避難所に対して不満に感じる内容が異なる

ことがわかった。 

避難所での不満（課題）は、それぞれ関連し合っており、個人

属性・利用目的ごとに不満に感じる内容や程度も異なることから、

不満に感じる人が多い項目を優先的に解決することが最適とは

限らない。例えば、マズローの欲求五階層説 3) では、生理的欲

求の次に、安全欲求、社会的欲求、承認欲求、自己実現欲求の順

に出現するとされる（図-11）。この心理学的理論に基づき、第一

階層の生理的欲求に該当する「トイレ」「食料・物資」「寝床」の

問題解決を優先する考え方もあろう。今後さらに調査・分析を進

め、優先的に解決すべき課題を明らかにするとともに、各指定避

難所の環境改善、避難所代替施設の抽出、在宅避難の促進など、

地域資源やソーシャルキャピタルを活かした課題解決策を検討

する必要がある。 

【図-11】マズローの欲求５段階説 
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