
第４章補図表 

 

補図表 4-1 情報収集の方法――主成分分析の成分行列（【図表 4-5】の詳細な結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4
ア）家族から話を聞く 0.146 0.483 0.414 -0.126
イ）親戚から話を聞く 0.149 0.641 0.231 -0.289
ウ）近隣の知り合いから話を聞く 0.125 0.669 0.205 -0.325
エ）職場や仕事の知り合いから話を聞く 0.286 0.207 0.557 0.126
オ）個人的な知り合いから話を聞く 0.324 0.356 0.446 0.065
カ）専門的な雑誌・書籍を読む 0.420 0.228 -0.150 0.591
キ）新聞・雑誌を読む 0.163 0.572 -0.336 0.543
ク）テレビ・ラジオ番組を視聴する 0.064 0.574 -0.120 0.406
ケ）ﾈｯﾄ上の質問・検索ｻｲﾄを利用する 0.596 -0.448 0.328 0.124
コ）インターネット上の記事を読む 0.629 -0.451 0.314 0.155
サ）ｿｰｼｬﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽを見る 0.551 -0.333 0.255 0.129
シ）日本国政府のｳｪﾌﾞｻｲﾄ・広報を見る 0.705 -0.039 -0.274 -0.118
ス）都道府県のサイト・広報を見る 0.753 0.134 -0.384 -0.332
セ）市区町村のサイト・広報を見る 0.710 0.171 -0.382 -0.324
ソ）専門機関のサイト・広報を見る 0.735 -0.150 -0.106 0.005



 

補図表 4-2 問 18（地域住民の防災対策）のプロビット分析の結果 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
変数 問18 問18 問18 問18 問18 問18 問18 問18

年齢 0.0154*** 0.0154*** 0.0193*** 0.0159***
(0.00326) (0.00326) (0.00312) (0.00254)

性別 -0.361*** -0.398*** -0.358*** -0.281*** -0.338*** -0.317***
(0.0728) (0.0721) (0.0720) (0.0687) (0.0697) (0.0680)

被災経験 -0.0575 -0.0571 -0.0574 -0.0909 -0.0579 -0.0946 -0.0972* -0.0882
(0.0611) (0.0607) (0.0611) (0.0583) (0.0600) (0.0578) (0.0574) (0.0562)

最終学歴 -0.00247 -0.0118 -0.00327 0.0166 0.00211 0.00584 0.0213 0.0172
(0.0206) (0.0204) (0.0204) (0.0196) (0.0197) (0.0193) (0.0188) (0.0186)

第一主成分 0.0259 -0.00436 0.0261 0.0618*** 0.0256 0.0231 0.0246
(0.0200) (0.0188) (0.0200) (0.0189) (0.0178) (0.0177) (0.0176)

第二主成分 0.0285 0.0813*** 0.0279 0.0552** 0.124*** 0.107*** 0.107***
(0.0250) (0.0222) (0.0249) (0.0238) (0.0209) (0.0205) (0.0203)

第三主成分 0.00160 -0.0602** 0.00187 -0.00121 -0.0817*** -0.0889*** -0.0873***
(0.0299) (0.0269) (0.0299) (0.0290) (0.0259) (0.0258) (0.0257)

第四主成分 -0.00768 -0.0164
(0.0298) (0.0297)

本人準備数 0.144*** 0.153*** 0.144*** 0.153***
(0.0162) (0.0160) (0.0162) (0.0156)

北海道・東北 -0.0282 -0.0370 -0.0286 -0.0463 -0.0397 -0.0639 -0.0390
(0.122) (0.122) (0.122) (0.118) (0.119) (0.117) (0.117)

東海・甲信越・北陸 0.364*** 0.344*** 0.365*** 0.332*** 0.356*** 0.306*** 0.306***
(0.0996) (0.0987) (0.0995) (0.0964) (0.0972) (0.0953) (0.0946)

関西 0.305*** 0.310*** 0.306*** 0.191** 0.305*** 0.194** 0.198**
(0.0937) (0.0932) (0.0936) (0.0896) (0.0925) (0.0888) (0.0884)

中国・四国・九州 0.245** 0.246** 0.245** 0.0976 0.274** 0.0851 0.0887
(0.109) (0.108) (0.109) (0.103) (0.107) (0.102) (0.102)

定数項 -0.0197 0.849*** -0.0254 0.185 -0.124 1.313*** 0.763*** 0.856***
(0.298) (0.234) (0.297) (0.284) (0.268) (0.218) (0.181) (0.168)

N 1,783 1,783 1,783 1,836 1,845 1,836 1,836 1,836
カッコ内は標準誤差

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1


