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本研究では防災公園の日常利用性に着目し，津波避難施設と公園の両方の機能を兼ね備えた防災公園と，公園機能の

備わっていない避難高台の日常利用状況を比較すること，仮想評価法を用いることで避難施設の日常利用価値について

分析する．具体的には，災害時の機能が類似した徳島県阿南市の橘地区防災公園と和歌山県美浜町の松原地区避難高台

を対象としてアンケート調査を実施した．その結果，防災公園では高所に整備されているが故の良好な眺望を楽しむこ

と，散策・散歩といった日常的な使われ方をしていることや，それにより避難訓練への参加率が高くなることが明らか

になった．また，仮想評価法を用いた推計により，避難高台施設を防災公園として整備することは約647～759円/年・世

帯の便益があることが明らかになった． 
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1. はじめに 

 平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震に伴い発生し

た津波により甚大な被害が発生したことを踏まえ，新たな津

波への対策が行われている．平成 23 年に津波防災地域づく

りに関する法律が制定され，平成 30 年には津波防災地域づ

くり推進計画作成ガイドライン 1) が公表されるなど，津波に

よる被害を減らすため，事前防災を進めることが課題となっ

ている．津波防災地域づくり法では，「発生頻度は高く，津

波高は低いものの大きな被害をもたらす津波（L1）」と「発

生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたら

す津波（L2）」の二つのレベルの津波が設定された．L1 津波

に対しては海岸堤防などのハード整備を中心とした対策を

講じ，L2 津波に対してはそれに加えてハザードマップの整

備など，避難することを重視したハード・ソフトの対策を組

み合わせた多重防御を講じることを基本的な考え方として

いる．また，地域の津波防災の機能向上を追求することで地

域の発展が見通せなくなるような事態が生じないよう，地域

活性化の観点も含めた総合的な地域づくりの中で津波防災

を効率的かつ効果的に推進することを基本理念としている． 

 実際，沿岸の自治体では，防潮堤や津波避難タワー，防災

公園といった防災・減災施設の整備が進められている．多く

の設置事例がある津波避難タワーは，防災公園に比べて狭い

面積で設置できるほか，避難場所としてのわかりやすさがあ

る．しかし，平時においては，事故を防止するために，入口

に鍵が掛けられており，緊急時のみ鍵を開く運用となってい

る．そのため，津波避難タワーは日常では利用される機会が

なく，数十年という単位で使われずに存在していくことにな

る．一方で，発災時の避難場所としての機能を持ちながら，

日常でも利活用されているものとして防災公園がある．防災

公園には，日々散歩や遊び場として使えるという日常的な利

用価値がある．防災施設が日常で使うものであれば，日頃か

らなじみのある施設として，発災時のパニックになりがちな

状況においても，安心感をもって避難できるのではないだろ

うか．防災公園には，大規模な津波災害に対する防災・減災

対策を効率的かつ効果的に図りながら，生活基盤となる住居

や都市機能の充実と共に持続的な発展が期待できる． 

 本研究では，防災公園の日常的な利用価値を抽出，分析す

ることを目的とする．防災機能のみを持つ施設と防災機能に

加えて公園機能を持つ施設を利用する住民に対してアンケ

ート調査を行い，その結果を用いて利用状況を比較し，避難

施設の日常利用価値について分析する．定量的な評価を行う

ために，仮想評価法を用いて避難高台を防災公園化するとき

の価値を推計する． 
 
2. 対象施設および地域 

 本研究では，防災公園と避難高台を比較対象とする．それ

ぞれ，徳島県阿南市橘町と和歌山県美浜町にある施設である．

この地域は，地震調査研究推進本部2) によって，今後30年以

内に南海トラフ沿いで大地震が発生し，海岸の津波高が5m

以上になる確率が6%以上26%未満と推計されており，津波

への対策が必要な地域である．両町の位置関係を図-1に，各

施設の位置を図-2と図-3に，各施設の概要を表-1に示す．図

-2及び図-3には，各施設の避難対象エリアを黄色で示した． 

(1) 防災公園（徳島県阿南市橘町） 

 橘町は，阿南市の中央部，市の東部海岸線の中央に位置す

る人口 2417 人世帯数 1173 世帯（平成 30 年 3 月 31 日現在）
3) の町である．L2 津波による最大水位は 8.2 m，地震発生後，

津波影響開始時間は 19分 4) である．橘地区防災公園（図-2，
写真-1）は，急傾斜地崩壊対策事業と市の防災公園工事を一

体的に整備したものであり，総事業費は約 5億 4500 万円（阿

南市負担 3億 9100 万円）である．写真-1のように，避難場

 
図-2 橘防災公園の位置 

 

 
図-3 松原高台の位置 

 

 
図-1 対象防災施設の位置（Google Mapに加筆） 

 



 

所は芝生の多目的広場として整備されている．また，上段広

場からは，橘湾，対岸の小勝島，火力発電所が一望できる． 

 阿南市は，建物屋上などを含めて 60 箇所の指定緊急津波

避難場所を設定している 5)．阿南市内には 3つの防災公園が

あるが，橘地区防災公園が最も標高の高い防災公園である． 

(2) 避難高台（和歌山県美浜町） 

 美浜町は，和歌山県の中部，紀伊水道に面している人口

7113人，3136 世帯（令和 2年1月 1日現在）6) の町である．

L2津波による想定最大津波高は 17 m，第一波到達時間は 16

分 7) である．平成 24 年 8 月に内閣府が公表した南海トラフ

の巨大地震による津波浸水想定を受け，松原地区はほぼ全域

が津波で浸水する上に，津波到達までに安全な場所に避難す

ることが困難であるとして，県が津波避難困難地域に指定し

た地区である．松原高台（図-3）の造成は津波避難困難地域

の解消が目的である．静岡県袋井市の命山を参考に作られた．

写真-2 のように，頂上部分が 30m×80m の長方形に整備さ

れ，砕石とアスファルトで舗装されている．美浜町は，建物

屋上などを含めて 58 箇所の津波避難場所を指定しており，

松原高台を含む 28 つの高台がある．同程度の規模でかつ公

園として整備がされていないことから，比較対象とした． 

 
3. アンケート調査および評価分析方法 

(1) アンケート調査方法 

 防災公園と避難高台の利用状況の比較と，仮想評価法

（CVM）を用いた価値の推計を行うために，橘地区防災公園

と松原高台の想定避難対象エリアの世帯を対象にして，施設

の利用状況や避難行動についてのアンケート調査を行った．

アンケート調査の概要を表-2に示す．仮想的市場評価法

（CVM）適用の指針8) を参考に，アンケート調査を設計した． 

(2) アンケート調査項目 

 アンケート内容は，「施設利用状況」「施設に関する知識」

「津波避難の認識」「施設への評価」「基本情報」である．こ

れらの質問に加えて，松原高台ではCVMによる価値評価の

ための質問を行った．「施設利用状況」は，訪問頻度，滞在

時間，訪問理由等を把握するためのものである．「施設に関

する知識」は，施設が防災設備としてどう機能するか等，回

答者の知識を把握するためのものである．「津波避難の認識」

は，回答者がどの避難場所へ逃げるつもりか，そうした想定

の有無，災害への備えの意識の有無，避難訓練や津波の経験

の有無を把握するためのものである．「施設への評価」は，

回答者の施設に対する印象や，施設が回答者にとってどのよ

うな存在であるかを把握するためのものである．「基本情報」

は，統計処理のために，性別，年齢，家族構成，大まかな住

所などを把握するためのものである． 

(3) 仮想評価法（CVM）のシナリオ 

 CVMは，アンケートによる表明選好データから便益を推

計する手法である．仮想状況のシナリオを設定した上で回答

を得るため，あらゆる環境財に適用できる利点がある9)．し

かし，アンケートに基づくため，様々なバイアスを含むこと

が多い．例えば，戦略バイアスや支払い手段バイアス，情報

伝達のミスである．本研究ではCVMを用いて，避難高台を防

災公園として整備するときの支払い意思額と便益を推計し

た．仮想状況のシナリオは，回答者がより具体的にイメージ

でき，情報伝達のミスを減らすため，実在する松原高台を用

いた．調査範囲は，松原高台の想定避難対象地区，および高

台を日常利用する可能性がある周辺の地区とした．図-4は，

実際に調査票に示した図である．舗装された松原高台の写真

と，芝生が整備されている橘防災公園の写真を用いた． 

 仮想状況のシナリオは，「図のように仮に状況Aから状況B

にすると，防災機能は変わらないまま，散歩や眺望を楽しむ

といった日常的な利用ができるようになる．ただし，状況B

の様に整備をすると，追加の整備費用に加えて，芝生の草刈

りなどの維持管理費用がかかるため，負担金（自治会費等）

を支払う必要が生じるとする．」とした．この仮定に対して，

整備に賛成するかどうかを尋ねた上で，「状況Bの負担金と

して，自治会費が一世帯当り年△△円上がる．」とし，提示

金額100円，300円，500円，700円，1000円，1500円，2000円

に対して「1．状況Aが良い，2．状況Bが良い，3．どちらと

も言えない」を聞いた．支払い形態は，負担金とする他に追

加税，利用料，代替財を課す方法がある．状況設定に無理が

なく，松原高台を利用する人たちが支払うという条件にする

ため，負担金とした．仮に自治会費等と示したが，自治会未

加入者も自身が払うものであるという認識があることを前

提にしている．自治会の加入率については尋ねていない．回

答方式には，支払う意思があるかどうかの回答の信頼性が高

表-2 アンケート調査の概要 

名称 橘地区防災公園 松原高台 

対象地 徳島県阿南市橘町 和歌山県日高郡松原町 

実施期間 2018年10月12-13日 2019年9月18-20日 

実施方式 戸別訪問により調査票の返送を依頼 

配布数 592 835 

回収率 41.4% 46.6% 

 

 
図-4 CVM調査における仮想状況のシナリオ 

 
表-1 対象防災施設の概要 

名称 橘地区防災公園 松原高台 

設置年 平成24年6月 平成29年11月 

計画避難人口 約1600人 約2000人 

避難場所面積 全体で3200 m2 2400 m2 

避難場所標高 
15.0 m (上段広場) 

10.0 m (下段広場) 
15.5 m 

主要設備 

備蓄倉庫，かまどベ

ンチ，東屋，水飲み

場，自販機，トイレ 

備蓄倉庫，かまどベ

ンチ，手洗い場，マ

ンホールトイレ 

 

    
 写真-1 橘地区防災公園     写真-2 松原高台    



 

く，郵送回答が可能な二項選択方式を採用した．このアンケ

ート結果を用いて支払い意思額 (WTP) を求めた． 

 

4. アンケート調査結果および考察 

(1) 回答者属性 

 回答者の性別については橘地区では男性が 35%，女性が

59%，松原地区では男性が 31%，女性が 52%となった．それ

ぞれに性別の無回答者が存在する．いずれも女性の回答割合

が多い結果となった．回答者の年代は，人口統計と比較して，

どちらも高齢者の回答の割合が多い結果となった．本調査で

は年齢層および性別等に偏りが生じないように，任意の設定

日からの誕生日の近さによって回答者の選出をお願いする

旨を表紙に記載したが，戸別訪問を昼間に行ったため，主婦

やお年寄りへの依頼が多くなり，その場で回収をしたケース

もあったことが，偏りの原因の一つとして考えられる． 
(2) 施設利用目的 

 それぞれの施設の利用目的の上位 5 項目を図-5 に示す．

どちらも避難訓練への参加のためという理由が多い．橘地区

防災公園の利用目的で最も多かったのは散策・散歩であり，

公園を目指して来訪しているといえる．避難訓練以外の目的

の行動が多く見られ，日常的に利用されていることがわかっ

た．松原高台においては，避難訓練以外では散歩・散策の途

中という回答が多く，目的地とはされていない．また，避難

場所の確認（一度見に行った）と花火大会を見物するためと

いうのは日常利用とはいえない．橘防災公園で上位に挙がっ

た町や海の景色を眺めるという利用目的は，松原高台も周囲

に標高 15 mで遠くまでの景色を臨め，見晴らしの良さでは

同等の条件であり，近くに代替され得る視点場は無いが，そ

の目的を回答する人はいなかった． 

(3) 日常利用の滞在時間 

 公園整備を行うことで，日常的に訪れる人が増えるのかど

うかを調べるため，各施設の訪問回数を図-6に示す．週 1回
以上利用する人の利用目的は，いずれの施設でも散策・散歩

やその途中が上位に入った．高台や防災公園のような施設を

つくることで，日常的な運動による健康促進を期待できる可

能性がある．年に数回以下の訪問頻度の利用者の利用目的は，

避難訓練等イベント時の一時的な利用であるとし，月 1回以

上利用する人を日常利用者と考え，それらの人の施設滞在時

間を調べた結果を図-7に示す．橘防災公園では 70%が 10分
以上の利用であるのに対して，松原高台では 75%が 10 分以

下の利用であった．防災公園として整備することで，滞在時

間が増えることが示された． 
(4) 防災機能の認知 

 施設への訪問頻度と施設の機能に関する知識の相関分析

を行った．施設の機能として，例えばベンチをかまどとして

使用できる，津波が発生したときの一時避難場所として利用

できる，電気のいらないソーラータイプの照明灯があるとい

った機能 9項目と自由回答 1項目の中で，知っていると回答

した数を施設機能認知点数として，回答者の訪問頻度と点数

について，Spearmanの順位相関係数を用いて相関を調べた．

その結果，松原高台では順位相関係数 |ρ|＝0.432となり相関

が認められ，0.1%水準で有意であった．同様の手順で橘防災

公園についても分析し，0.1%水準で有意で順位相関係数 

|ρ|=0.239 を得た．これは低い相関が認められることを示して

いる．松原高台をよく訪問する人は，災害時の機能について

も知っていることを示している．一方で橘防災公園では，相

関は認められたが松原高台よりも弱かった．美浜町では，週

1 回以上利用する人の施設機能認知平均点が約 5.5 点に対し

て，年数回のみ訪れる人の平均点は 4.5 点であった．設備を

日常的に訪れる機会を増やすことで，施設の機能の周知を図

ることができると考えている． 

(5) 公園化に対する意見 

 松原高台に対して実施した，高台を防災公園として整備す

ることへの賛否を問う質問では，賛成が55.6%，反対が33.5%
であった．反対意見には，有事の時のためだけのものである

から必要だと思わない，犬の散歩のマナーが悪い人が利用し

ており，公園にするとさらに酷くなることを懸念するといっ

た意見があった．賛成意見では，施設の訪問回数や滞在時間

が増え，日常から場所に対して親しみを持つことで，緊急時

の自主的な避難や子どもだけでの避難，咄嗟の判断に有利に

働くことも考えられるといった意見があった． 
 

 
図-7 月 1回以上利用する人の施設滞在時間 
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図-6 施設訪問回数 
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図-8 橘防災公園の訪問頻

度と防災機能認知 
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図-9 松原高台の訪問頻度

と防災機能認知 
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(b) 松原高台（n=389） 

図-5 施設利用目的（上位 5項目） 
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5. CVM評価額推定の結果 

 アンケート調査結果のデータを用いて，分布関数に特定の

関数を仮定しないノンパラメトリック法とロジットモデル

を用いる方法で支払意思額を推計した． 

 ノンパラメトリック法では，提示額ごとに賛成するとした

回答者の比率をプロットし，賛成率を描くことで値を得られ

る10)．本調査結果から得られた賛成率を図-8に示す．賛成率

の積分値が，支払い意思額の平均値に該当する．3000円で裾

切りを行い計算した結果，647円/年・世帯の値が得られた． 

 ロジットモデルを用いる方法では，前提としてランダム効

用理論を用いる．ランダム効用理論では，効用が確率的に変

動すると考える．本調査では，「公園機能を付加する代わり

に提示額を支払う状況」と「公園機能が付加されない代わり

に提示額も支払わない状況」の2つの状況設定から1つの設定

を選択する選択行動のうち，前者の効用の方が大きい時シナ

リオに対して賛成と回答したということになる．効用関数と

して式(2)を用いた．パラメータの推定には最尤法を用いた． 

  
kkT XTaV   )ln(  (1) 

ここで，Pr [Yes] は提示額に対する賛成率，a は定数項，βT 

は提示額T に対するパラメータ，βk は説明変数Xk に対する

パラメータである．パラメータ推定結果を表-3に，減衰曲線

を図-9に示す．支払い意思額の平均値は式(2)で推計し，3000

円で裾切りを行った結果，758.6円/年・世帯の値が得られた． 
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 内田ら 11) は，大規模公園に対して新たに防災機能を持た

せることの支払い意思額を，仮想評価法により 1674 円/年と

推計している．本研究で推計された額よりも 2 倍以上高い． 

 額が低く見積もられた要因として，アンケート調査内で寄

せられた意見である，公園として整備する以前に現在の高さ

に不満があることや，発災時にたどり着けないかもしれない

といった現在の防災機能への不安・不満から，最低限の命を

守ることに対して支払いたいという意思が働いたことが可

能性として考えられる．また，避難高台を防災公園化するこ

とに対して，避難施設であるから日常利用する必要はないと

いう意見があることがアンケート調査結果より分かってお

り，この抵抗が反映されている額であると考えられる． 
 美浜町の世帯人数が2.52人/世帯であることから，松原高台

計画避難人口2000人÷2.52人/世帯より，51万3491円/年～60

万2063円/年が得られる．社会的割引率を4%とすると，将来

の効果は，基準年度の価格に現在価値化できる．現在から無

限までを考えると，1283万7275円～1505万1575円の値が得ら

れる．この値が避難高台に防災施設としての周知効果の減少

があるとしても公園機能を持たせることの価値である． 
 

6. おわりに 

 本研究で得られた主な結果を以下に示す． 

(1) 防災公園では高所に整備されているが故の良好な眺望

を楽しむこと，散策・散歩といった日常的な使われ方を

していることや，それにより避難訓練への参加率が高く

なることが明らかになった． 

(2) 相関分析の結果から，防災公園よりも避難高台の方が防

災機能を認知しやすい一方で，防災公園は公園機能に意

識が向くために，防災機能の認知が少し弱まる可能性が

あることがわかった． 
(3) CVM の結果，高台を防災公園化し，防災施設としての

周知効果の減少を加味したときの支払い意思額は647～

759円/年・世帯と推計された． 
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表-3 ロジットモデルによるパラメータ推定結果 

説明変数 係数 t値 

定数項 7.5866 18.253 

ln (提示額) -1.2634 -20.004 

 

 
図-9 ロジットモデルによる減衰曲線 
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図-8 ノンパラメトリック法による提示額ごとの賛成率 

 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

100 300 500 700 1000150020002500300035004000

賛成率

提示額（円）


