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 民間共助型防災アダプト・プログラム構築のための企業リーダーの選定 

 －大分川左岸地区を対象として－ 

Appointing Private Business Leaders for the Construction of a Mutual Assistance Type Disaster 
Prevention Adopt Program 
        : Addressing the Left Bank District of Oita River 
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The Great East Japan Earthquake far exceeded its predictions based on experiences through past disasters. In order to 
minimize damage for future instances, a focus on “mutual assistance” is encouraged, which is aimed at being 
achieved through private businesses creating a local disaster prevention initiative called the “Disaster Prevention 
Adopt Program”. A survey conducted on these companies resulted in 2 types of assistance deemed necessary, 
guidance and support. Furthermore, a positioning analysis was also used to conduct typology on the Adopt Program 
leader company. As a result, appropriate leaders are those from companies who take a proactive stance in their 
involvement with disaster prevention. Seeing as most companies are taking action in these affairs, it is believed that 
members of these active companies can be suitable leaders. 
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1. 研究の背景と目的 

2011年3月11日に生じた東日本大震災は地域に甚大な被

害をもたらした。この震災は過去の災害経験からも「想定

外」であり、判断・行動の遅れが大きく生死を分けた。安

全だと思っていた高台やハザードマップの浸水範囲の外

側が浸水してしまうことで、油断していた人々が逃げ遅れ

た今回の教訓にも十分留意し、被害を最小化する防災対策

を考えていく必要がある。  

災害を軽減するには自助・共助・公助が重要であると

いわれており、その中でも共助が東日本大震災後、重要

視されている。臼井、浅野ら1)は、共助により地域間の住

民連携を築くことで、災害時に多くの要救助者を救助す

ることが可能であると考察している。田口は2)、市民一人

一人が自発的に行動する意識を醸成するとともに、市民、

事業者、行政等による連携・共働した防災対策の取り組

みの重要性について理解促進を図り、主体的な行動につ

なげる必要性を示している。氏原、阿部、佐々木らは3）、

津波非常襲地域は、津波常襲地域のように津波に対す

る備えや津波避難に関する知識の伝承はないと考え、

津波非常襲地域を対象にアンケート調査を実施し、津

波に対する備えの実態や、思考、行動、知識の3方向

から、個人・世帯属性による備えの傾向の違いを示し

ている。及川、近藤、山本、小林らは4)、今後、海辺の環

境を向上させるためには、革新的な社会貢献活動を立ち

上げることが必要となり、民間企業が自社の特徴を活か

した積極的な活動を行うことで、課題や現状に対し、効

果的な解決がなされると考察している。これらの先行研

究と、地域コミュニティの希薄化や企業のCSRの増加を

考えると、民間企業に共助の役割を担ってもらう方が望

ましい地域があると考えた。 
ところで、市民と行政が互いの役割分担を定め、両者の

パートナーシップのもとで美化を進めていく、住民参加型

の環境管理方法として「アダプト・プログラム（以下、AP

とする）」がある。アダプト（adopt）とは英語で「○○を
養子にする」という意味で、一定区画の公共の場所を養子

にみたて，市民がわが子のように愛情をもって面倒をみ、

行政が支援する仕組みのことである 5)。  

そこで、本研究では震災発生時に AP の考え方を応用

して、共助を用いた民間企業による地域防災への新たな

取り組みとして「防災アダプト・プログラム（以下、防

災APとする）」を提案する。本稿では、防災APを構築

するために必要となる企業リーダーを多変量解析を用い

て選定する方法を提案するものである。 

 

2. 研究方法 

(1) アンケート調査 

大分市は南海トラフ地震によって震度6強、津波高さ

7.2mが想定されている 6)。さらに、少子高齢化が進み、

地域コミュニティの希薄化も問題となっている 7)。そ

こで、本研究では、大分市の臨海部に面して民間企業

が多数立地し、最も津波被害が想定されている大分川

左岸地区を研究対象区域とした（図-1）。大分川左岸地

区が大きな津波被害が想定されている理由として、高

台がなく、海に面しているため逃げ遅れる可能性が非
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【図-1】 研究対象区域 

 

常に高いとされていることが挙げられる。  
本研究では、防災意識や、共助の重要性、企業の属

性等について、住宅地図（ゼンリン社）を用いて大分

川左岸地区に立地する全民間企業・事業所を抽出しア 

ンケート調査を実施した。調査・回収期間は平成 25 年

10 月 2 日～10 月 31 日、実発送数 290、有効回収数 88、

回収率30.3%であった。 

(2) 分析手法 

 アンケートの集計方法には単純集計を用い、防災 AP

を行う企業を選定した。また、「企業が地域防災に関わ

ることで生じる効果（メリット）」の調査項目では、因子

分析、コレスポンデンス分析を用い、各企業がどのよう

な効果を得ているかを視覚的にわかりやすくするために

類型化を行い、防災 AP を行う際の防災リーダーとなる

企業を選定することとした。本研究では、類型化のため

に因子分析だけでなく、因子分析の結果を検証するため

にポジショニング分析の有益な手段であるコレスポンデ

ンス分析を用いることにした。そして、両者を比較する

ことで、どちらの手法が防災リーダーとなる企業の選定

に寄与するかを検討することにした。 

 

3. 結果 

(1) 防災APを実施する企業の選定 

 防災AP構築に当たり調査項目から、「災害時に、企業

が地域の防災活動を担う役割について」を用いて防災AP

を行う企業を選定することとした。「災害時の呼び掛け

を行う」、「災害時に避難場所までの誘導を行う」と回

答した企業を震災時に避難の呼び掛け・誘導を行う「呼

び掛け・誘導型防災AP」とした。また、「避難場所に物

資を運ぶ」、「公助が始まるまで避難場所で支援活動を

行う」、「支援物資の備蓄を行う」、「支援物資の提供

を行う」と回答した企業を、支援活動を行う「支援型防

災AP」とし、この 2 種類を防災AP と定め（図-2）、そ

れぞれを行う企業を選定した。 

 アンケート調査の結果「呼び掛け・誘導型防災AP 」 

 
【図-2】 防災APの仕組み図 

 

【表-1】防災APに該当する企業数 

防災AP項目 企業数 

呼び掛け・誘導型 47 

支援型 53 

 

に該当する企業は 47 社、「支援型防災 AP」に該当する

企業は53社であった（表-1）。また、「呼び掛け・誘導

型防災AP 」、「支援型防災AP」ともに該当した企業は

27社であった。 

(2) 因子分析とコレスポンデンス分析を用いた企業の類

型化 

 防災 AP を実施する際には企業リーダーが必要になる

と思われる。そこで、設問にある「企業が地域防災に関

わることで生じる効果（メリット）」の項目から因子分析、

コレスポンデンス分析を用いて類型化を行い選定するこ

ととした。ただし未記入の項目がある回答は除くことと

した。 

1) 因子分析 

 因子分析の結果を表- 2、表- 3に示す。因子分析の対象

は71件である。分析の結果、2 つの因子が抽出された。 

 表- 2 から、因子 1 に最も影響しているのは「社内での

防災意識が向上する」であり、「社内での防災担当者の設

置が進む」、「社内での備蓄が進む」、「企業の社会的責

任を果たすことができる」と続く。これより因子 1 は「社

内での体制整備」の因子であると解釈した。因子 2 に最

も強く影響しているのは「自社のイメージアップにつなが

る」であり、「営業（売上，利益）成績が良くなる」と続

くため、因子 2 は「イメージ向上」の因子であると解釈

した。 

 表- 3 に示す寄与率の値から、因子 1 の「社内での体制

整備」は30.3%で、因子 2 の「イメージ向上」は24.1%と

なった。 2 つの因子で54.3%が説明できることが分かり、

因子モデルとしては妥当な結果が得られた。  

次に、因子分析の結果から得られた因子得点に基づいて、

各企業のポジションを視覚的にわかりやすくするために、

因子 1 と因子 2 を軸とし、四つの象限に区分された二
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【図-3】 因子得点による類型化 

 

【表-2】因子分析結果（因子負荷量） 

項目 因子1 因子2 
社内での防災意識が向上する  0.750 0.123 
社内での防災担当者の設置が進む  0.745 0.179 
社内での備蓄が進む  0.676 0.269 
企業の社会的責任を果たすことができる  0.642 0.273 
自社のイメージアップにつながる  0.183 0.797 
営業（売上、利益）成績がよくなる  0.140 0.743 
地域住民や自治会との関係が良くなる  0.253 0.489 
社員の（本業への）士気が上がる  0.563 0.551 

 
【表-3】因子分析結果（寄与率） 

因子No. 二乗和 寄与率(%) 累積寄与率(%) 

1 2.42 30.3 30.3 
2 1.93 24.1 54.3 

 
【表-4】類型化による企業数と割合 

類型 企業数 割合(%) 

Ⅰ 22 31.0 

Ⅱ 22 31.0 

Ⅲ 13 18.3 

Ⅳ 14 19.7 

合計 71 100.0 

 

次元座標平面に各々プロットした（表- 4、図- 3）。縦軸

が因子 2 の「イメージ向上」を表し、横軸が因子 1 の

「社内での体制整備」を表している。これより、第Ⅰ類

型に存 

在する企業は「イメージ向上」、「社内での体制整備」

ともに高いため、「地域防災に関わることで生じる効果

（メリット）」が高い企業と考えられる。 

 2) コレスポンデンス分析 

 コレスポンデンス分析の結果を以下に示す。コレスポン

デンス分析はクロス集計したデータが必要になるため、因

子分析によって得られた各因子の項目のクロス表を用い

て分析している。 

 因子分析では、2 つの因子が抽出されたため、各因子の

項目に注目した。因子 1（社内での体制整備）では「社内

での防災意識が向上する」、「社内での防災担当者の設置

が進む」、「社内での備蓄が進む」、「企業の社会的責任

を果たすことができる」、因子 2（イメージ向上）からは

「自社のイメージアップにつながる」、「営業（売上、利

益）成績がよくなる」を代表項目として選択した。そして、

企業×選択した項目のクロス表を作成した。作成したクロ

ス表の一部を表- 5 に示す。  

表- 5 のクロス表を用いて、コレスポンデンス分析を行

ったところ、いくつかの異常値が出たため、それらの異常

値を除外しまた分析にかけるというトライアンドエラー

を行い、最終的に6件を異常値と判断し、これらを除いた 
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 【表-5】企業×各因子の項目のクロス表（一部） 

 
○ ● □ ■ △ ▲ 

① 3 3 4 4 4 4 
② 3 3 4 4 3 4 
③ 4 3 5 5 3 5 
④ 4 3 4 5 3 3 
⑤ 4 3 4 5 3 3 
⑥ 2 2 5 4 4 4 
⑦ 3 2 4 4 3 3 
⑧ 1 1 4 4 3 3 
⑨ 4 3 4 4 3 3 

 
○：自社のイメージアップにつながる ■：企業の社会的責任を果たすことができる 

 
●：営業（売上、利益）成績がよくなる △：社内での備蓄が進む 

 

 
□：社内での防災意識が向上する ▲：社内での防災担当者の設置が進む 

 
【図-4】 コレスポンデンス分析による類型化 

 

65件を対象としたものを最終結果とした。その結果を図- 

4 に示す。今回、各軸の説明度は 1 軸：48.0%、2 軸：

18.3%、合計 66.3%であり、分析結果は良好 と判断でき

ると考えている。また、各項目に比較的に近い値の企業

をグループとして囲んでいる。「自社のイメージアップに

つながる」、「営業（売上、利益）成績がよくなる」は因

子 2 の項目であり、これら 2 項目は近い値が存在しなか

ったことから、コレスポンデンス分析によって因子 1 に

強く関与している企業が示された。グループとして囲ん

だ企業は10社であった。 

 (3) 因子分析とコレスポンデンス分析の結果の比較 

 因子分析によって得られた第Ⅰ類型に配置された企業

と、コレスポンデンス分析によって得られた因子 1 に近

い企業は「地域防災に関わることで生じる効果（メリッ

ト）」の項目を用いて分析を行っていることから、地域防

災に関わることで生じる効果（メリット）を感じることが

できると考えられる。そこで、因子分析とコレスポンデン

ス分析の結果から得られた企業を、クロス集計を行うこと

により、防災APを行う際のリーダーとなる企業を選定す

ることとした。 

 因子分析では第Ⅰ類型に22社が配置されている。まず、

第Ⅰ類型の企業が「呼び掛け・誘導型防災AP」、「支援型
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 防災AP」を行う企業かどうかをクロス集計してみると、

22社中19社がいずれかの防災APを実施可能と回答してい

るが、3社は防災APの実施は不可能としている。3 社が防

災APの実施が不可能な理由としては、「海が目の前のため、

各自避難する分で精一杯」、「業務を続けることが一番の貢

献となる」といった回答が見られた。次に、「防災活動に

積極的に取り組む必要性について」の項目とクロス集計を

してみると、全ての企業が「大いにある」、「少しある」と

回答しており、否定的な回答は見られなかった。また、「防

災活動に積極的に取り組む必要性について」の項目の理由

を問うた設問では「企業の社会的責任の一環と考えている

から」、「企業が災害時に一定の役割を果たすのは当然と考

えているから」、「地域の防災組織に加入しており、その一

環として貢献できるから」、「日頃から地域の防災活動に参

加しており、地域とのつながりがあるから」等の回答が見

られた。 

 次に、コレスポンデンス分析で因子 1 に強く関与して

いる企業 10 社を対象に、因子分析と同様にクロス集計

を行った。因子1に強く関与している企業は「呼び掛け・

誘導型防災AP」、「支援型防災AP」を10社すべてで、

いずれかの防災 AP を実施可能と回答している。次に、

「防災活動に積極的に取り組む必要性について」の項目

では因子分析結果と同じく、全ての企業が「大いにある」、

「少しある」と回答しており、否定的な回答は見られな

かった。「防災活動に積極的に取り組む必要性について」

の項目の理由を問うた設問では「企業の社会的責任の一

環と考えているから」、「企業が災害時に一定の役割を

果たすのは当然と考えているから」、「地域の防災組織

に加入しており、その一環として貢献できるから」とい

った回答が見られた。 
 これらの因子分析の結果とコレスポンデンス分析の結

果を比較する。まず、因子分析では第Ⅰ類型に22社配置

されたうち19社は防災APを実施可能と回答しており、3 

社は不可能と回答していたが、コレスポンデンス分析で

は10社すべてが可能と回答している。しかし、「防災活

動に積極的に取り組む必要性について」の項目とその理

由を問うた設問では回答に特に差異は見られなかった。 

 

4. 結論 

 本研究では震災発生時の地域防災への新たな取り組み

として防災 AP を提案し、企業リーダーを選定する方法

を提案することを目的としている。防災 AP を行う企業

をアンケート調査項目の「災害時に、企業が地域の防災

活動を担う役割について」を用いて防災APを行う企業を

選定することとした。その結果、「呼び掛け・誘導型防

災 AP」、「支援型防災 AP」という 2 種類の防災 AP の

タイプに分類することができた。また、「呼び掛け・誘

導型防災AP」には 47 社、「支援型防災AP」は 53 社が

実施可能と回答しており、有効回収数88に対して半分以

上の企業が前向きにとらえていることが明らかになっ

た。 

 防災 AP の企業リーダーとなる企業の選定では、アン

ケート調査項目の「企業が地域防災に関わることで生じ

る効果（メリット）」を用い、因子分析とコレスポンデン

ス分析によって企業を類型化した。分析の結果、因子分

析では「企業が地域防災に関わることで生じる効果（メ

リット）」が高い企業と考えられる第Ⅰ類型の企業が 22

社存在し、コレスポンデンス分析では因子 1 に強く関与

している企業が10社あることが分かった。次に、各々類

型化された企業をそれぞれクロス集計にかけてみると、

因子分析によって第Ⅰ類型に配置された企業が、22 社中

19 社がいずれかの防災 AP を実施可能と回答しており、

その他の 3 社は防災 AP の実施は不可能と述べている。

一方、コレスポンデンス分析によって因子 1 に強く関与

している10社は、すべていずれかの防災APを行うこと

が可能と回答しており、かつ10社という数も有効回収数

88 に対する企業リーダーとなるのに適した数と考えられ

ることから、コレスポンデンス分析によって得られた 10

社を、防災 AP を行う際の企業リーダーとして相応しい

と考えられる。 

 本研究を通して、従来からある自治会等の地域住民組

織を補完する役割として、地域防災に民間企業が積極的

に関わる可能性が大きいことが示された。今回は大分川

左岸地区を研究対象区域としたので、他の地域への応用

には自ずと限界があるが、今後は他の臨海部に対して同

様の調査を行うことで、防災 AP の適用可能性を追求し

ていきたいと考えている。 
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