
第 7 章補図表 

 
補図表 7-1 仮設住宅入居者の望ましい決め方選好（Q13）の二項ロジットモデル 
 

 
  

b S.E. b S.E.
定数 -0.406 † (0.217) -0.233 (0.316)
女性ダミー 0.053 (0.100) 0.001 (0.109)
年齢（基準：25-34歳）
　35-44歳 -0.129 (0.172) -0.309 (0.195)
　45-54歳 -0.007 (0.177) -0.138 (0.201)
　55-64歳 0.332 † (0.175) 0.157 (0.198)
　65-74歳 0.688 *** (0.184) 0.566 ** (0.207)
学歴（基準：高卒以下）

　高専・短大・専門 -0.015 (0.109) 0.011 (0.121)
　大学以上 -0.247 * (0.105) -0.238 * (0.115)
雇用形態（基準：自営・家族従事者）

　正社員 0.268 † (0.138) 0.330 * (0.153)
　非正規被雇用 0.371 * (0.146) 0.426 ** (0.159)
　無職 0.237 † (0.144) 0.283 † (0.155)
世帯所得 -0.032 ** (0.012) -0.024 † (0.013)
子どもダミー 0.010 (0.171) 0.026 (0.195)
高齢者同居ダミー 0.278 * (0.129) 0.257 † (0.139)
災害被害経験ダミー 0.203 * (0.094) 0.128 (0.103)
近隣の知り合い信頼度 0.209 ** (0.064)
居住市区町村信頼度 -0.267 *** (0.066)
N
-2LL
Pseudo R2
*** p < .001, ** p < .01, * p < .05, † p < .1

（注）基準：「行政や上の人に」．図表7-1はこの結果を基に作成．
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補図表 7-2 仮設住宅への優先入居者選好（家族的・経済的必要性優先／完全抽選：Q14）
の二項ロジットモデル 

 

 
  

b S.E.
定数 -1.247 *** (0.320)
女性ダミー -0.073 (0.188)
年齢（基準：25-34歳）
　35-44歳 0.063 (0.301)
　45-54歳 -0.671 * (0.296)
　55-64歳 -1.009 ** (0.311)
　65-74歳 -1.170 *** (0.336)
学歴（基準：高卒以下）

　高専・短大・専門 -0.190 (0.218)
　大学以上 -0.108 (0.202)
雇用形態（基準：正社員）

　自営・家族従事者 0.015 (0.257)
　非正規被雇用 -0.331 (0.250)
　無職 -0.089 (0.263)
世帯所得 -0.019 (0.023)
金融資産 0.012 * (0.005)
子どもダミー -1.094 ** (0.303)
高齢者同居ダミー -0.195 (0.259)
災害被害経験ダミー -0.417 * (0.197)
N
-2LL
Pseudo R2
*** p < .001, ** p < .01, * p < .05, † p < .1

（注）基準：「家族的・経済的必要性優先」．

　　　図表7-4はこの結果を基に作成．
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補図表 7-3 仮設住宅への優先入居者選好（家族的必要性優先／経済的必要性優先／完全抽
選：Q14）の多項ロジットモデル 

 

 
  

b S.E. b S.E.
定数 0.779 ** (0.260) 0.732 ** (0.261)
女性ダミー 0.100 (0.133) 0.458 *** (0.134)
年齢（基準：25-34歳）
　35-44歳 -0.108 (0.236) -0.054 (0.239)
　45-54歳 -0.372 (0.248) -0.218 (0.247)
　55-64歳 -0.448 † (0.246) -0.471 † (0.248)
　65-74歳 -0.452 † (0.260) -0.679 * (0.265)
学歴（基準：高卒以下）

　高専・短大・専門 -0.001 (0.149) -0.150 (0.150)
　大学以上 -0.254 † (0.140) -0.297 * (0.142)
雇用形態（基準：正社員）

　自営・家族従事者 -0.104 (0.181) -0.221 (0.183)
　非正規被雇用 0.351 * (0.174) 0.087 (0.175)
　無職 0.127 (0.186) -0.006 (0.186)
世帯所得 -0.020 (0.017) -0.010 (0.016)
金融資産 -0.008 * (0.004) -0.006 (0.004)
子どもダミー -0.813 *** (0.236) -0.962 *** (0.237)
高齢者同居ダミー -0.007 (0.170) -0.104 (0.173)
災害被害経験ダミー -0.067 (0.124) -0.132 (0.126)
N
-2LL
Pseudo R2
*** p < .001, ** p < .01, * p < .05, † p < .1
（注）基準：「家族的必要性優先」．

　　　図表7-5はこの結果を基に作成．
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補図表 7-4 仮設住宅への優先入居者選好（高齢者優先／子ども優先／完全抽選：Q14）の
多項ロジットモデル 

 

 

b S.E. b S.E.
定数 0.660 * (0.300) 1.096 *** (0.270)
女性ダミー 0.070 (0.151) 0.490 *** (0.136)
年齢（基準：25-34歳）
　35-44歳 -0.425 (0.295) -0.154 (0.270)
　45-54歳 -0.402 (0.287) -0.253 (0.250)
　55-64歳 -0.318 (0.284) -0.409 (0.252)
　65-74歳 -0.191 (0.297) -0.781 ** (0.268)
学歴（基準：高卒以下）

　高専・短大・専門 -0.267 (0.172) -0.106 (0.150)
　大学以上 -0.134 (0.160) 0.002 (0.145)
雇用形態（基準：正社員）

　自営・家族従事者 -0.280 (0.207) -0.165 (0.186)
　非正規被雇用 -0.497 * (0.200) -0.201 (0.175)
　無職 -0.274 (0.213) -0.105 (0.192)
世帯所得 -0.012 (0.019) -0.013 (0.017)
金融資産 0.004 (0.004) 0.003 (0.004)
子どもダミー 0.930 ** (0.288) 0.301 (0.259)
高齢者同居ダミー -0.468 * (0.194) -0.251 (0.163)
災害被害経験ダミー 0.203 (0.141) -0.058 (0.129)
N
-2LL
Pseudo R2
*** p < .001, ** p < .01, * p < .05, † p < .1

（注）基準：「高齢者優先」．

　　　図表7-6はこの結果を基に作成．
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