第180回簡易アンケート自由意見（619件）
質問１２.
い。

最後に地震への備えについてご感想・ご意見がありましたら、自由にお書きくださ

1 ライフラインが止まるかどうかで大分変わってくると思います。
地震等の災害に備えて、水・食料の備蓄はしていたが災害時の連絡方法等については何も
2
決めていなかったのは、反省点。
3 改めて避難場所や井戸水等の確認をしないといけないと感じました。
近く大地震がくるという情報はよく知っている。家屋が古く家具の倒壊よりも家屋の倒壊
4 を心配しているが、高齢であり耐震の修理をしてもこの先何年生きるか分からないので、
運を天に任せている。
5 災害用伝言サービスを平常時に利用したいと思っています。
備蓄する水についての、消費or使用期限のエビデンスを明確にするよう指導していただき
6 たい。
ペットボトル入りの水の場合、何故この期間を過ぎたら使用できない・・・・などなど
防災訓練を年に複数回、曜日を変えて実施して欲しい。災害がいつも日曜に来るとも限ら
7
ないので。その際に連絡訓練も体験したい。
発生時点の公助・共助・自助の優先順位は、県はどの順序で発信していますか？
市・自治体の備蓄品の配布基準はどうなっていて県民に周知出来ていますか？
まず、上記２点をお知らせ頂きたい。（アンケート結果での回答を求む）
8 災害発生時には市・自治体が備蓄しているものをある被害基準で配布開始するのであれば
平等配布すべきだと考える。その際、自助の備えがあったら受け取る/受け取らないは自
己判断なのでしょうか？自己判断であるとすると公的備蓄の意味がありません。そういっ
た基準を明確にした上で自助の必要性、量の確保などを発信してください。
”身元保証人問題”と同様ですが、家族のいない一人暮らしの人間が、イザというときに
9
どうすべきかの検討が進んでいないように感じます。
”当たり前の事として家族がお互いに気をつけて、災害自体を自分の事として取り組むよ
10 うに心がけている。幸いなことにまだ災害に遭遇していないが、近隣の人と供にその時
に充分共同対応出来るように心がけている。
「災害用伝言サービス」、「高所からの避難方法」、色々現職の時は、体験したが、それ
から10年以上たつと、何を体験したのかさえも忘れてしまう。
色々体験するのは良いが、その体験が身に付くような仕組みが必要と思う。
地震の体験、煙の場所の体験、豪雨の体験、伝言サービスの体験・・・数数えきれないほ
11 どあるが、それが何十年も前では、その記憶さえも怪しくなってきた。
地震、災害、備えあれば憂いなしだが、全てに対して備えるには経済的な負担が重すぎ
る。1度備えただけでは、役に立たずその備えのメンテナンス（買い置きの水も、定期的
な買い替えが必要）が必要で、平常の日常生活だけで精一杯となり、手が回らないのが、
現実と思う。
・各自の意識が大切であり、備えが大切であることを意識して生活する。
12 ・防災課の担当者は住民の意見をよく聞くべきで、防災集会ではやることをしたから責任
がないような話をしないように言葉を慎むべきです。
・地震の怖さが分からない。
13 ・体験ばなしを聴くチャンスが中々ない
・伝言ダイアルアプリは格安携帯では提供されていないので面倒。LINEのようなシステム
が好ましい（システムはcocoaのような形式でアプリとして提供し、政府側の情報も流せ
るようにしてはどうかと思う）
・水に関しては、小川や河川が近くにあるので、利用できるような設備を自治体で持つこ
とはどうか。
14
・自治体の避難所の収容容量は、全員避難の場合収容しきれない。かといって、避難しな
ければ支援を受けられない心配が大きい。
・地域の「区」単位での「自主防災組織」が結成されているが、自治体が求める機能が明
確でなく、自治体のマニュアルに「自主防災組織」が含まれない。これでは、実際の災害
時に動けないと感じるし、普段のモチベーションも上がらない。
１）ペットボトル入りのミネラルウォーターを賞味期限以内のものと賞味期限が過ぎたも
のも捨てずに保管しています。トイレ、入浴、食器を洗う、洗濯用の水もなくなり、困る
ことを被災者から、よく聞いているので。２）火災、浸水などで失って困るような重要な
15 ものは、自宅には保管しないようにしています。３）食器棚、お仏壇以外の家具、収納は
高さが９０ｃｍ以下のものを利用しています。４）新型コロナウイルスに感染した場合、
２週間の隔離期間は、外出や外部との接触が制限されてしまうので、常日頃、食料品、日
用品など災害用に準備してあるものがあれば安心だと思います。
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１．高齢者には、広報紙でお知らせありますが、わかりにくい。
もっと、強化期間にして、具体的に指導をする事を開催してほしい。
２．高齢者は、簡単スマホを持ちながらも、災害用伝言サービスを知らない。
また、市町村で窓口をつくり、指導してほしい。また、自治会などで、指導があれば
参加したいです。
１．指定避難所が、開設されない場合はどこに避難すべきでしょうか？
自宅前が40ｃｍ以上水が出て、市も交通通止め標識を設置して行くが、避難困難に成る
事があるので、事前に避難したいが、実際に一昨年10月の台風でも、市の地域指定避難所
は開設されず、家の前は40㎝以上の水が出た。床下浸水しうる状況に会った
２．伝言ダイヤル
東日本大震災時に、大阪から自宅に電話をしても回線使用不可で、伝言ダイヤルにメッ
セージを残そうとしたが、対象地区でないとのメッセージが流れるだけで、どこの地区が
利用できるのかの案内も無かった
１０Lのポリタンクに水道水を入れて風呂場に置いている。２，３日ごとに水を交換する
際には、古い水は風呂水にしている。
10年前の震災時も、皿1枚割れず直接の被害ゼロ、日頃の買い置きのおかげでスーパーの
行列も縁がなかった。コロナの買い占め問題も、日頃のストックで影響なし。備えあれば
憂いなし、に尽きる。
①行政発行の各地域の想定震度および被害想定マップ等の発行を望む。②災害時の必要な
道具を県民一人一人に配布してほしい。また、定期的に消費期限等の品物の交換を希望す
る。まずは、災害リュックを県民一人ひとりに配布してほしい。中身は、四季に応じて個
人の衣服等も入れられるもの③ウイルス等の最新避難指針等の策定を望む。策定後は、速
やかに県民に示してもらいたい。避難場所をきめ細かく設定し、密にならないようにして
ほしい。④災害時にわかる名札等の配布を検討してほしい。（住所氏名年齢等の記載され
たもの）
①備えるべき必須内容そのレベルなど 定期的に周知させる情報提供を継続してゆく。
②いざ発生した時の道路交通網確保出来る様備えてほしい（国・県レベル）、怪我人、病
人、火災、ライフライン確保、避難などなどで最優先に確保が必要となる。
中でも重要路線の橋の確保は重要と考える、市町村レベルでも重点確保ルートや橋
など指定し住民にも避難場所の様に分かっていると安心できる。
２０１１年の東日本大震災の時は埼玉在住で大きな揺れを体験しているので備えだけはし
ていようと思ってます
3.11と9.11（地震ではなかったけど）で、非常食などの見直しをしていて、公的な情報や
生協のちらしを参考にします。
３．１１災害時会議に出席 電話不通 インターネット（スカイプ）にて連絡OK
災害時のインターネット回線の確保が重要
3.11はすごかったけど 私の家などが倒れるとは思えない。二階作りですけど周り中に
下屋があるから倒れない。
3.11東日本大震災の時、携帯電話が全く繋がらなかったのですが、SNSだけは普通に使え
たことを思い出しました。おかげで家族と連絡を取れました。
伝言サービスの体験は災害への意識づけに効果があるとは思いますが、なければならない
ほどとは思えません。現状はラインなどの一瞬オンラインになれば連絡ができるツールも
ありますので、以前よりも優位性は低くなっています。継続されている取り組みなのなら
ば見直しも視野に入れると良いのではと思います。
80後半の家族は、体験してもイザの時にどうしたら良いか忘れる。分からなくなる。使え
ない状態だから悩みます。
戦時中は、空襲の直後に消防団員と近所さんが、気絶中の家族を助け出してくれたらしい
から、現代でもソレが一番早い初動救助や現況把握だと思います。
80歳になりますが今まで災害に遭わなかった、その体験が持続している。
PHV車両や発電機等に補助があると嬉しいです。
あまりこだわる事はないんじゃないでしょうか。東日本大震災のときも、困ったのは鉄道
などが何日も動かなかったことでした。
あまり災害を意識してないと改めて思い考えさせられました。
あるかも知れないし、無いかも知れないので、なんとなくしか準備してません。意識はあ
るんですけど。
アウトドアを通して、災害イベントを企画してもらえませんか。
あれから10年。地震の備えよりコロナ禍の方が心配でそちらに注意が向いてます。
アンケートに回答し、自分の備えが足りていないことが分かりました。
いつ非常時に遭っても対処できるよう対策していきたいです。
また、備蓄品のサンプル配布などがあると購入品の参考になるかと感じました。
アンケートに答えながら平和ボケしているなあと思いました。
災害グッズ考えます…。
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アンケートに答えることで、備えているつもりになっていたけれど足りていないというこ
とに気がつきました。これを期に、我が家の備えを見直してみようと思います。特に、災
害用伝言サービスの活用を検討してみます。
ただ、家の中での食料や水の置場所には限度があり、3日分はなんとか可能ですが、１週
間分となると備えきれそうにない状況です。
アンケート回答しながら、備えに対する意識が低いことに気づいた。
いざというときにどうするか、機会ある毎に家族で話題にしているが、とっさの判断、
とっさの避難のときになってみないとわからないというのが、正直な本音である。
いずれ必ず起きるから備えよ常に。
準備はしている。
ただ、周りの人たちは、井戸端会議はするが意味がない話で終わっているので心配してい
る。

いつ、どこで被災するかわからないため（３．１１は、東京の事務所）、まずは帰り着く
41 ことだけ気になっていて、それ以外はその時もあまり被害もなかったため、気になってい
ないところではあります。
42 いつあるかわからないので日々備えています。
いつか来るとは分かっていながらも、日々の仕事や生活に忙しく、なかなか前に進むきっ
43 かけがありません。行政機関からの呼びかけ強化やイベント実施などできっかけを作って
いただけると大変に助かります！
いつきてもおかしくない大地震ですが、なかなか準備が進みません。
東日本大震災でも困ったものですが、１０年経って、その困り感も忘れてきています。ほ
44 どほどの地震があれば注意も湧き起るんですが、そんな都合よく天災が来ないこともわ
かっています。注意喚起を継続して発信してもらうことが少しでも足しになっていきます
ので、県からの発信の継続を期待しています。
45 いつでも起こるという日頃からの気構えが大切だと思います
いつどこでどれくらいの災害が起こるかわからないので何をどれくらい準備していればよ
いかわからないと思います。
46 避難場所には何人くらい避難できるのか、避難場所で水・食料は確保できるのか、避難所
には電気はあるのか、衛生的にどうかなど、自治体で確認して県民に知らせてほしいと思
います。
47 いつどこでも起こりうる災害で家族で話し合う必要を感じます。
いつも被災地の方を見ていて感じることは、避難必需品を持って逃げている人を誰も見た
ことありません。その余裕もなければ物理的にも不可能を感じています。自治体もしくは
48
近隣の自治体同士が助け合いして、近隣の地方自治体が連携プレーするのが望ましいと日
ごろから考えていますがいかがですか。
いつ起きても不思議でない大災害に対して備えが十分で無いのは承知しています。面倒、
49
厄介が正直なところです。
50 いつ起きるかわからない。繰り返しアピールしていくしかない。
いつ起こるかわからないないからこそ気の緩みが発生する。
51 ずっと気を張ることは難しい。
ただ、計画的に対策を実施する必要性は感じている。
52 いつ起こるかわからないので、災害に備える物や、家具の固定など、見直したい。
いつ起こるか解らない災害対策は本当に難しいです。
非常食にしても期間で入れ替える、分かっていても正しくできるかどうか…？
53 避難所への手段も頭では分かっていても本番でどうか？自分でも本当にできるかどうか疑
問だらけ。何回か訓練に参加したが、どうしても緊張感に欠ける。
これを機にもう一度考え直してみたいと思う。
54 いつ大地震が来てもおかしくないので、適切な備えをしていきたい。
55 いつ来るかわからないので備蓄や準備は必要だと思います
56 いつ来るかわからない災害しっかり勉強しておきたい。
57 いつ来るかわからない地震の備えの必要性は理解しているものの中々出来ないでいる。
いつ来るかわからない地震は本当に怖いです。
58
災害に備えましょう。
いつ来るか分からない地震に備えることは難しいが、万が一のことを考えた備えをしたい
59
と考えている。
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いまはオール電化と蓄電設備を準備していますがそれ以外のライフラインの復旧やスマホ
などの新しいライフラインの復旧情報が分かりやすくなればと思います。
また水の確保のため井戸が公園ごとに設置出来れば年齢性別関係なく取りに行けて楽にな
ると思います。
水は見た目以上に重たく足元の悪い状況で長い距離を移動するのは健康な成人男性以外は
辛いと思います。
井戸水に関しては飲料水としては使用できなくてもトイレを流したり身体を拭いたりする
など衛生面で必要になってくるので井戸の設置は各公園ごとにあればと思います。
その他、雨水を利用するタンクの設置に関する補助など戸建て住宅が支援無しで独立でき
るような体制が整えば集合住宅へのフォローのみに特化できて対応が楽になると思いま
す。
東日本大震災以後に太陽光発電が普及して電力の自給率が上がった今、水源確保が1番や
りやすく効果が大きいと感じています。
おすすめグッズの紹介などをしてほしいです。
このアンケートで、改めて備えの必要を感じました
このアンケートで我が家は無防備に近いことが分かった。対策を進める。
このアンケートで少し災害に備える意識が変わった。
このアンケートを機会に備蓄品について調べて購入を検討しようと思いました。
このコロナ禍では講習会を開けないと思いますが、テレワークを普及する良い機会になる
と思いますので、何とか実現できないでしょうか。
この際このことについてもっと真剣に考えようと思った
この地域の避難場所に全員はいれるとは思えないのが心配。
これからの対策として、もっと十分な対策を考えたい。
これまでの経験と正しい情報を正確につかむことは難しいかもしれないが、自分の判断で
行動するしかないと思う。毎日の生活から意識していきたいと思う。
これを機会に、我が家でできる対策に着手します！
これを機会に改善します。
コロナウイルスの影響の大きい今こそ災害対策に関心を持とうと思います。
コロナが一服したら 近所の公民館でセミナーしてほしい。
コロナと避難の難しさ。避難場所へ避難したら人数が多くなり、他の避難所を探す必要が
あったとの話を聞いた。不安です。
コロナ禍でもやるべきことはやってゆこう。
コロナ禍で震災が起きたら怖いと思う。特に今年来たら一巻の終わりだ。
コロナ禍のような時に大災害があったらどのように避難するか、備蓄品（マスクや消毒薬
なども）含め、国民全員が考える必要があると思う。
コロナ禍の社会では、これまで以上に災害発生後の対応についてより細かいユニット内で
の情報伝達、対応についての情報伝達が重要と思います。ぜひ備えて頂きたいものです。
コロナ禍の初期、不安になって揃えた。東日本大震災から10年が経ち、地震に対する危機
感は少し薄れているかもしれない。いまいちど備え、考えていきたい。
コロナ禍を含めた行政の防災対策の詳細を明示してほしい（地域別）
コロナ禍を踏まえて避難所収容数の優先調整等のルールを明確化すべき。
台風で避難警報が出ても、当然のように現状の避難所運営ではキャパオーバーし、完全カ
オスな状況になることはだれでもわかっている。
特に地震災害では避難所区域内で多数の住民が一時的に住宅で生活できなくなるため、避
難所では物資供給の拠点と急患受け入れが重要な役割となるはず。経済的に余力のある住
民には独自にテントや燃料、水食糧の確保を啓発し、それに協力できる世帯を事前に把
握・支援する。これを地域内の行動予測情報として活用し、災害発生時からのタイムライ
ンで避難所の稼働ステージを設計するとともに住民へ周知する。
中小河川のハザードマップも大切だが、本質的に必要なことは、住民にどのような災害が
発生することで行政としてどのような支援をどこまで実施するかを設計すること。
繰り返しますが、地震・水害など地域で面的に避難者が発生するため、自力避難困難者の
総数の見積把握と、どこへどのタイミングで避難させるべきか、物資・水食糧をどこに配
置するべきか、といったことが共通課題である。少なくとも、地域住民・自治会（避難所
区域単位）と行政で年1回程度の情報提供・意見交換の機会を作るなどでコミュニケー
ションを行うべきだろう。
コロナ感染者の自宅療養には食料品の配布みたいのがあるようだが、地震の場合には食料
品の配布みたいのはないのか？
コロナ対策から来る住民各自周囲情報との隔離が住民各自連携協力の利点を失わせてい
る。この穴埋めが市町村の災害時役割の新しい任務として重要さを増してくるのではない
かと思われる。事前対策が求められます。
地元市は災害に合わない。思いつく災害がない。
スーパー等で東日本大震災日の2～3月辺りに買い備えセール等をして注意喚起していただ
くとありがたい。
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阪神・淡路大震災を経験した親しい知人も多いので、特別な対策というよりは、「災害は
忘れた頃にやってくる」を肝に銘じて日々暮らしているつもりです。
その時、自治体がどのような体制で、どのようなことを住民にしてくれるのか、住民はど
のように待機して居ればよいのか広報して欲しいと思う。現状では全く分からないので。
それぞれが危機管理が必要だと思います。
だ埼玉なれど災害確率は最小県と慢心している。
できるだけ、災害用キットを準備したいと思います。
どうもイマイチ自分のイメージが希薄で、具体的な状況が想像できないのが理由
どこに避難するかは明確にしている
とにかく慌てない事です、
なるべく、家のものやメンテナンスは最小限に抑えて、その日の為に貯蓄してる。家にお
金をかけても、大地震がきたら建て替えや大規模に修繕しないとならないので。もしく
は、引っ越さなくてはいけなくなるかもと思うと、気軽にリフォームする気になれない。
政府が自助とか言い出すし、頼りにならない。
なるべく、上から落ちて来るような物を作らない。置かない。を心がけている。
なるべく背の高い家具を買わないようにしています。そのために物を増やさないようにし
ています。防災用の備蓄ですが、以前は災害用を買っていましたが、レトルトを多めに買
い、期限が切れそうになったら食べる、というローリングストックを知り、災害用を買う
のをやめました。
のど元過ぎればというところで、いつも意識し続けることが必要です。
ペットがいるので避難の仕方が心配です。
ペット同行できる避難所が居住地区にないので困っています。
今後設置や対策ができるのであれば詳細を知りたいと思います
ホームページがわかりやすく、イラストもかわいくて見やすくて良かったです。
対策について忘れて怠っていたので、反省しよい機会になりました。
まさに、のど元過ぎれば・・で、東日本大震災から10年たち、危機感が薄れてきたように
感じます。もう少し、準備をしなければと思いました。
また、前回のような災害があったら、今のコロナの時期では不可能なことがたくさんある
と思う。
また、東日本大震災のような災害が起きたらと思うと生きた心地がしません。様々な対策
を期待しています。
まだまだ、備蓄品のそなえがたりないですね。家のスペースが足りません
まだ一部しか転倒防止を行っていないので自分でも気になっています。安全重視が一番な
のでしょうがどうしても見た目も気にしてしまいます。色々グッズを購入しているのです
が取り付けてないものもたくさんあります。額に飛び散らないシートを張ろうと思ってい
ますが高いところからおろして作業するのが面倒で進んでいません。格安で作業してくだ
さるところがあったらお願いしたいくらいです。一人暮らしの方や女性だけのお宅では私
のようにどなたかお安い費用で細々した作業してくださる方がいれば助かると思います。
県で優良業者を斡旋していただけたら嬉しいですね
まだ家具類への転倒防止器具を設置していないが、今後の為に十分に調べ、取り付けたい
と思う。（取り付けていなかった理由：転倒防止器具の種類が多過ぎてどれを取り付けて
良いか分からない、値段が高価。）
まだ大丈夫との意識が働きなかなか備えができない
マンションなのでエレベーターに閉じ込められないように意識している
マンションに住んでいる。マンションを単位として自治会、自主防災会を設置、加入して
いるが、高齢者や独居老人が増えて活動自体の継続に不安がある。若い住民が活動に協力
しないことも不安です。
マンションの11階に住んでいるが、震度6強でも倒壊はしないと聞いている。となると外
に出るのはかえって危ないため在宅避難が良いとされるがエレベーターはしばらく使用で
きず、また排水管に亀裂が生じた場合トイレも使えない。水・食料も大切だが生活にはそ
れに劣らず必要なこともありどうしたらいいか困惑している。
マンションの管理組合でも備蓄はしているが、コロナを機に「炊き出し」の必要性を考え
る必要があると感じた。50食のアルファ米を炊き出しするより、一人分ずつのアルファ米
をそのまま配布したほうが、安全だし、賞味期限が切れた後の配布もしやすいと感じてい
る。コロナで避難訓練をしていないので、ノウハウが途切れないことを祈っている。
マンション自体震度6でも倒壊はないという設計だと言うことで購入したが、築10年を過
ぎるとどうなるのか全く知識がない。大丈夫と思っているだけ。一応の食料品、水は備蓄
しているが、さて本番になって機能するかどうかは自信が持てない。現在は自宅でいる方
が安全、動き回る方が危険（年齢も年齢なので）と考え、巣ごもりすることにしている。
離れた家族とは各自、最大限各自で生きのびる努力をして、早急の安全確認などはしない
と決めているが、本番になるとどうなるかは分からない。
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メディアなどに、いい加減な「防災専門家」や「防災士」が多くでているので、こういう
人たちのコメントなどを安易に信じないよう自身でも知識を付け、自治体も正しい情報を
流すべきだと思う。また、地震そのものの情報も不正確なものが多いので、自治体が流す
情報（広報紙）を含め、様々な方に目を通してもらう必要がある。
もう少し意識をたかめたいと思う。防災グッズや対策など、県の方でチラシなどでPRして
ほしい。無償で食料や飲料の提供もしてほしい。
もう少し備蓄品を増やすつもりです
トイレが一番心配です
もしもの時の集合場所や連絡の取り方、災害用伝言板など、確認をしないといけないと思
いました。
もっと、近所付き合いを大切にして、助け合える状況をつくっておかないといけないと
思った。
もっと、自助が必要だと訴えてほしい！
必要な家庭には水だけでも、定期的に配布するのも良いと思う。
もっと意識しないといけないと感じています。このようなアンケートもですが気づきが必
要だと思うので周知してもらえるといいですね。
もっと埼玉県は地震への備えについて、テレ玉などで周知させたほうがいい。
あとは、地震に耐えられるように県の予算を増やすとか。
もともと地盤の弱い所に家があるため、道路を大型車が走ると家が揺れる位です。
やはり日頃の備えが大切ですね。
ライフライン備蓄への備えや情報を提供して欲しい
リスクが高いことは知っていても準備が足りてないことに気づけたので、このような確認
が定期的にあるといいと思う。
ローリングストックがなかなか出来ず、うっかり賞味期限を過ぎてしまうことがある。
ローリングストックも大変
わかっているのですが十分な対応ができていないので機会を見て再度見直す必要があると
改めて思いました。
わが家には90代後半の義父がおり、杖や押し車を使用しており、70代半ばの妻と私では避
難が難しく、近所も高齢者や障害ある人ばかりで支援が頼めず、実際に起きた時に困る。
通常の避難訓練ではこういう避難困難者も参加させての訓練はなく、これは乳幼児等抱え
ている家庭も同じであり、避難訓練の見直し改善も必要と考えます。
わが家は子どもがいないため、学校がどこにあるのかさえよく分からない。そうした人た
ちにもイチから、分かるように避難について教えて欲しい。
愛犬の食事、移動方法、自宅近辺の様子確認などは、夫婦で話し合いしてます。
非常用トイレも家に常備してあり、キャンプ用品も定期的に確認しています。
水を使わなくても使えるシャンプーも常備してあります。
以前、住んでいた地区は、個人の家の井戸を災害の時に備えて、２軒指定して、自治会費
で保健所の飲み水検査合格のお知らせがあり、いざとなったら、そこへ行けばいいと知っ
ていました。防災倉庫の食料をイベントの時、ボイルして試食して、サイクルさせていま
した。非常食が意外においしかったので、個人でも買い求めて、そなえてあります。いま
の地区は全く何の情報もなく、地域差とはこういうものかとかんじています。
以前は大学にいる時間の方が長く、大学で地震が発生したときにどこに避難したら良いか
は把握しているつもりだったが、在宅が増えたことで地元の避難場所についてはそこまで
知っていなかったと気付かされた。
自分がよく行く場所については事前によく調べられるが、観光などで訪れる場合、そこま
で調べていないことが多く、いざ震災が起きたときにどうすれば良いか分からないのでは
ないかと思う。地域外からの人をどう誘導するかについても検討しておいてほしいと思
う。
意識はしているつもりですが、まだ充分とは言えないと感じています。
意識を高く持っていきたいです。
一応対策はしているが、意識はしていない
一昨年台風19号による床上浸水被害を受けた体験から申し上げます。防災行政無線は、大
雨で室内に居ると聞こえず、停電となり情報入手が断たれた。情報の提供手段としてイン
ターネットラジオ局の活用を願っています。埼玉県には、ナック５というＦＭ局があるが
全県を対象にしているので地域を限定した情報提供にはむかない。市単位の２０Ｗ程の電
波とインターネットラジオは、ラジオでもスマホでも聴くことができるので災害時の情報
提供には最適と思ってます。
一人当たり最低限何があればいいか今一度確認できるものが欲しいです。
一人暮らしなので、何とかなると。
一度、食糧備蓄などの対策をしたが、その後賞味期限が切れたり、自己消費するなどし補
充を怠ってしまった。なかなか意識を持続して持つことは難しいと感じます。
一番気にしてることは、ある程度の備えはしてるけど、いざという時に、落ち着いて行動
できるのでしょうかね。パニック状態に陥ったら、自助のところか。自信が無いです。

一応用意しているがいざとなると、確保している物を持ち出す事ができるかどうか不安
が、あります。
飲料と災害時用避難セット、カセットガスコンロ、ボンベを常備している。
麦茶は、麦茶ペットボトル２Lは２本以上常備し、常時古い方から飲用している。
143 水は、夏場に消費し買い替える。
今後そろえる物は、妻の避難用車いす、食料を備蓄したい。
142

飲料や食料、紙製品などは十分に準備しています。救急箱の補充や生活必需品なども用意
144 するつもりです。家具転倒防止策は早急にします。また、伝言サービスの体験もやること
にしました。
145 飲料水、食糧、の備蓄は必要と感じた
映画の「日本沈没」の中で印象的なシーンがありました。まだ阪神の震災の前の映画なの
で東京の大地震の最中で「関東大震災は火事で沢山の人が無くなったので火を消せ」と言
うシーンがありました。その後の阪神では家屋の倒壊で亡くなる方、東日本では津波で亡
くなる方が沢山出て地震によって被害の状況が変わるのでなかなか対策が難しいと思う。
146 関東大震災が東京の直下型地震と勘違いしている人が多いが震源は神奈川県であった。
「もう何年たっているから首都直下型地震がいつ起きてもおかしくない」と言う議論も信
用できないが日本の場合はどこで地震が起きてもおかしくない。備えと言っても2～3日分
の水食糧で十分と思う。それ以上支援が無い場合は壊滅状態であるのであきらめるしかな
い。
液状化しない、浸水しない、火事が起こっても延焼しない土地を選び、耐震構造で建築し
ています。
147
携帯ガスコンロ、水、食料を常備しております。
車はPHVで、非常用電源としても使えます。
148 沿岸部に住まない。住宅密集地に住まない。
149 屋外に出て、様子を見ることのみを考えています。
150 何とかなる
151 何の備えもしていない方は自業自得。
152 何もない時にこそ、市民に対しての備蓄などをしっかり検討してもらいたい
何をどれくらい用意すればいいのか。
地元はマンションが沢山建ち住民が多いわりに避難場所は１か所。
管理組合の話だと、マンション住人は避難場所はつかえないとのこと。
全壊することが無いから、戸建ての住民用だと言われた。
153 避難場所に行けなければ、情報の入手やライフラインが停まった時に食料の配布があって
も受け取れない心配をしている。
受け取れないなら自分で大量の食糧と水を確保しておかなければならない。
その辺をはっきり知りたい。
わからないので、何も準備していない。
154 何事も事前に準備と訓練が必要と思います。
155 何時、何処で発生するか分からないわけですので、備えはとても重要な事と考えます。
何年か前に台風の時に避難所へ避難しましたが、実際に避難されていた世帯は家を含め2
156 家族だけでした。避難したほうが良いのは解っていても、体調等を考えて家に留まる高齢
者もいらっしゃいます。そういった方々が避難しやすいように整備も必要かと思います。
家の中に高い家具を置かないようにしている。リビング、寝室には凶器にならないよう重
157 いものを置かないようにしている。マンションなので停電は水・ガス・電話が止まること
につながる。ライフラインをばらして管理できるといいと常々思っている。
家具の転倒防止については、無料もしくは低料金で設置をお願いできる機会があると幸い
158
です。webで、防災セミナーを実施してくれるとありがたいです。
家具もそうですが、窓ガラスにも対処が必要だと感じています。なかなか腰が重くまたそ
れなりに費用もかかるので進みません。食料と飲料水も賞味期限が来て慌てて消費するよ
159 うな事を繰り返していて億劫になり必要量は用意できていません。自己管理能力がかなり
求められますね。このアンケートをいただいてしっかりしなきゃと改めて思いました。災
害伝言板も練習してみようと思います。
160 家具転倒防止は、すぐ付けたいと思います
家具転倒防止策として、家具は、普段から人の集まらない部屋で収納 寝室、居間等には
161
家具を全て無くした。
家具等について・・・
〇造り付けの棚やタンスにするか、販売や購入の際には転倒防止グッズをセットとする
〇アクリル板のような割れないものを使うこととする
162 〇テーブルなどの下には滑り止めのグッズをセットとする
等のルールをつくり、推し進めていくことも大切だと思います。
食事についても、余剰分で廃棄される葉物野菜などを乾燥させたりして大々的に販売する
ことも必要と思います。
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家族４人分の備蓄場所がスペース的にない。
どの様な物を備蓄するか調べる余裕がない。
家族が増えたので備蓄の見直しをしなければ。
家族が多いと備蓄も多くなります、なのであまり量を買い置くことができません。
家族が都内へ勤務しているので、待ち合わせ場所を決めるのが無意味である
家族との話し合いが重要であると思う
家族に障害者が複数おります。
現実的には避難所に避難するのは不可能と思われるので在宅避難しかないと考えていま
す。
家族の間における災害時の連絡方法は大事ですね。これからは時々話し合うことにしま
す。
火災発生への予防対策として、火の元の消化を確認する。
火災発生を想定して、水泳用ゴーグル、塗装用マスク、アルミ蒸着サバイバルシート（熱
シールド用）等も家の２ヶ所に用意して居ます。又、カセットコンロ（ボンベ６本以上）
も１週間は簡単な調理が出来る様に用意しています。
我が家はコンクリートの5階なので建物が壊れない限りいいかと思ってます。
我が国の地震対策はよくできていると思う。ただし、直下型で震度6以上となるとインフ
ラが破壊されるため、一時避難所への収容が必要。
埼玉県は、川の氾濫対策が必要。
今後起きる、南関東地震については、避難民対策が必要。
廃校などを利用した、半年単位での生活基盤づくりか。
会社でも緊急時の事業継続計画なるものを作成したが、個々の作成であって社会全体が緊
急時に、想定外の状況をだれがどう判断するか未知。行政としてどうされるのでしょう
か？
懐中電灯、ラジオは用意していますが、それ以外のトイレ用袋や暖を取るもの、飲料、食
料など十分に用意していません。
準備をして備える必要性は充分に感じていますが、何から揃えれば良いのか分からず、そ
して保管場所もないので、どうしたら良いかなぁと悩んでいます。
懐中電灯等の備えも必要
改めて何も準備していないことがわかった。
必ずすべきこと、できたらすべきことについて、周知してもらい、必要性を感じるものに
対応していきたい。
改めて考えると自分は何もしていないので、何か行動を起こさないとダメだと思いました
改めて自分は地震について何も備えていないのを感じた。
「思い立ったが吉日」早速に備えをしようと思います。
海岸線が無いのが我が埼玉の特徴であるが、大きな川が何本もあり、油断は大敵だと考え
ています。ただわが市では、何らの情報もなく「何をどのように事前検討しているのか」
は不明です。予想外の経験がない為に、最悪の事態を想定した計画や動員、誘導、避難な
どの訓練も年に1度くらいは大々的に（全市民動員規模）計画を立案しておくべきである
と考えます。
皆3.11を忘れた気がしてならない
各市町村単位で災害にみまわれたらどうするのか マニュアルを その表現方法を 理解
しやすい物を 決めておく 逃げるのか隠れるのか 生き残ったら知らせる方法は 動画
を作り あなたならどうしますかと選択肢を問い 災害に見舞われたらどうすればいいか
を学ぶ力、考える力を持たせれば良いのではと私は考えています。
各自、自己完結できるように危機管理意識を持つことが大事。他人任せでは生きていけま
せん。そこで、行政で面倒を見られる限界など知らしめておくべきだと思います。食料等
の備蓄、ハイブリッド車を用いた電源の確保などあると思います。
各自が、災害に備えて普段から準備をしておくことが必要である。
各自治体でもっと、非常用の水や食料があった方が良いと思います。
学校での災害教育を神奈川県で受けていたこともあり、埼玉県の学校での災害教育は不十
分だと感じています。学校での災害教育の更なる充実をお願い致します。
学校で抜き打ちの地震避難訓練をやってほしい。
大阪辺りで数年前に抜き打ち！で小学校の避難訓練をした映像を見たことがある。なん
と、地震速報を聞いた子供たちのほとんどが正しくない行動をとったのだ。体育館にいた
子供たちが慌てて教室まで走り、机にもぐる。そのまま体育館にいるのが正しいはずなの
に。どんな状況でも、どこにいたとしても、慌てて教室の机の下に入ろうとする子供たち
を見て、避難訓練のやり方を見直さないとならないと痛感した。ぜひお願いしたい！
簡単にできるということを広く宣伝すればよいと思います。
関東で震災があったら東京の人が埼玉に避難してくる可能性があるが、埼玉県南部はその
ような余裕が無いため、混乱が予想される事が心配。
関東の都市部で3日以上の備蓄が必要な災害があった時は、仮に7日以上の備蓄をしていて
もダメな時だと思う。
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関東大震災のような広域災害時における行政の支援物資の対応について、努力目標的スケ
ジュールよりも最悪のケースを想定したスケジュールを挙げて、各家庭の備えの必要性を
アピールした方が、実際に災害が起きた時の心理的な覚悟もできるし、それに備えた準備
をすると思います。
東日本大震災の時、他市にいる子供たちに携帯で連絡したが繋がらなかった経験がありま
す。
危機管理意識を 毎日 持ち続ける事が とても大事だと 思います。
基本は自助ですが想定される未曾有の大震災ではどこまで有効か？
マンション共用部は地震保険に加入しましたが付保率高いと保険金高い。補償は少ないな
がらもゼロより安心ですが…
気になっているが、つい先延ばしになりがち。
気力意欲等年齢の関係か欠如してしまっている
巨大地震が起きた場合、国や自治体だけでなく、地元の企業なども連携して助け合い出来
れば良いのですが。
緊急地震速報は、各種アプリでスマホで無料で受けられるのに、インストールしていない
人が多いと感じます。まず、公務員の方々から、全員インストールしてはどうでしょう
か。そうでないと、民間や一般市民はついてこないと思います。
近くに大学の広いグラウンドがあり、避難が容易である。
近くの公園が避難場所に指定されているが、住民が全員集まると狭すぎる。
近々の地震を想定し、備蓄等積み増したい。
近所に一人住まいの高齢者がいますが、こういう人は誰がどのように避難させるのか、行
政でマニュアルが決めてあるのか、住民が相談して決めるのか、よく解りません。
認知症を患っている人、新型コロナウイルスで自宅療養している人など、さまざまな人が
います。まずは自分のことは自分でするということでいいのでしょうか。
具体的な方法を教えてほしい。
靴を履きやすい、出入りしやすい箇所に用意！
突っ張り棒に対する信頼と利用は、むしろ危険です。あんなものよりは、高さをピッタリ
と調整した段ボールの箱の方が遥かに安全・信頼できます。
傾いている電柱が倒壊することにより、停電と道路の通行を妨げることが心配です。
携帯を持っていないので、いざ災害というときに困ると危惧しています。自分でも考えま
すが、県として、持たない高齢者へのサービスとして、対策を講じていただくとありがた
いです。
結局は何も出来ないと思う
2011年3月11日も何も出来なかった
建て替えをした時、耐震住宅にしました。備蓄品も2人だけなので、少しだけ用意してあ
ります。
犬が複数頭いるので公共のスペースには行けない。自宅が住めなくなったら、基本的には
車中でやり過ごすしかないと計画している。犬たちと離れて避難することは想定していな
い。
県民の意識を徹底させることが重要である。そのために防災期間等、特定の時期に関わら
ず年間を通じて、大規模地震発生の危険や対策の重要性を広報することが大切である。
県民一人一人が防災意識をより高める取り組みを願います。
原発災害については個人では対応できないから行政で指示をして欲しい
現在の住んで居る場所は、台地で地盤は良いと思っている。ハザードマップでも確認して
いる。また、避難場所にも近くにある。なお、トイレの水等は温水器のタンクの中の水を
活用したいと思っている。
言われてみれば家具等の固定や食料の備蓄等足りないと感じました。
置き場所を取るので今までしていないこともあり、アンケートに答えて意識が高まりまし
た。
個人でも災害備蓄品に補助金などが出るといいです
個人で家族分の備蓄をしようとしてもかなりお金と場所がかかるし救援物資がくるまで持
たないと思うので地域やマンション単位で食料を備蓄できると助かります
個人の備蓄よりも水道、ガス、電気や電車等のインフラが止まってしまうことの方が心配
である。
個人個人が、自主的にできるところは備える必要を、もっと啓発した方がよいのかとも思
います。
個人的には、「もう一度」、近辺の避難所の確認をしておきたい。
個人的に最小限の準備はしている。自治会（長）に地域的な取り組みを取り計らうよう進
言しているが、無関心のまま約10年が経過している。
公園や学校、公民館に冷暖房の設置や発電システムを取り入れて欲しい。
ペットや幼い子供を連れて隔離避難出来る所、女性と男性を教室や部屋ごとに分けて欲し
い。
災害時にある性被害の対策をお願いします。
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公助が何がどの程度期待できるのか、自助として何をすべきか、どの程度すべきかの目安
が判断できない。公助として何が期待できるのかを明らかにすべきである。
幸いなことに今まで大きな災害にあったことがありません。うちの近くに防災公園、避難
場所になるような公園が近いので、家の中での備えも必要ですが、公共の指示にもしたが
えるように思えます。
広報、広聴をしっかり推進していただきたいと思います。
慌てないで行動する事が大事だと思います。
考えなくてはと思いつつ、今に至る。
行政は頼りにならない。
なので、尚更自助的な備えの必要性はかんじている。妻は家庭内の家事全てをやってくれ
ているので大変ありがたい存在であるが、災害への備えの水と食糧について、定量的に考
えていない。妻らしい備えの日数についての感覚であり、家庭内でキチンと議論するべき
である、と思っている。
行政は充分に周知をしているので、実際に各自が備えをしている/いない、は個々人の責
任の範疇だと思います。
郊外に住んでいて、避難する場所は自宅前に広い公園があるので、それだけでも安心感は
ある。非常食という特別な保存性を目的とした食品確保でなく、日常的に食している食品
のストックは常にしてある。またするようにしている。
高齢の世帯だと高い所の対策が大変だと思うのでそういう人的支援の相談窓口が必要だと
考える
高齢者なので、特別な備えをしていません。今まで体験した災害でも、特別な備えを必要
と感じなかった。
今、大地震が起こり、避難場所へ行っても、密になり、大変なことになると思う。避難場
所を増やして欲しいと思う。
また、あらかじめ何人の人が来るのか、シミュレーションやアンケートで予想して、避難
場所確保に努めて欲しいです。
そして、どの避難場所は、空いているなど、すばやい情報伝達や誘導のシミュレーション
も各自治体任せにせずに、県で確認して欲しい。
今はコロナで精一杯でしたが、地震の備えも怠らないように気を引き締めます！
今は新型コロナ対策を優先しています。長期に渡ることより目先のことに対しての対策を
まずはやらないといけない。経済的にも同時に対策するのは現実的ではない。
今まで、大丈夫だったから、これからも大丈夫だろうと考えている人が多いと思う。
東京は、防災について考えている人が多いし、行政もも動いてるが、埼玉は行政も個人も
考えが緩いと思う。
今一度点検してみようと思います。
今回のアンケートで、家具の転倒防止をもう一度見直そうと思いました。また、災害用伝
言板サービスが平常時に体験出来ることを知らなかったので、早速試し 家族と情報を共
有したいと思います。
今回のアンケートで、災害時の備えについて改めて思い出すことができました。いろいろ
と用意することにしようと思います。
今回のアンケートによって緊急時の備えをしなくてはいけないことをより身近に感じまし
た。今後できる限りの備えをしたいと思っています。
今回のアンケートにより、今後は地震の備えを面倒くさがらないように心がけようと思い
ました。
最近、頻発に地震が、発生しているて震度の大きいものが見受けられる。
そのため、家庭用の［ポータブル電源］を購入し、非常時の対応に一歩前進している。
最近はコロナに気を取られて地震については油断してしまっているので気を引き締めなお
して備えたいです。
最近地震が増えています。やはり準備が必要です。
最近特に見かけなくなっているカード式公衆電話の設定場所の地図が欲しい。
災害ダイヤルの体験をしてみたいです。
災害による被害は、多岐にわたるので、まずは、自分自身にあった対策が必要と思うの
で、このことを徹底的に周知させるべきだと思う
災害に対する備えは必要だとおもいつつ、最低限の準備しかしていません。埼玉県として
県民に啓発して行くのは非常に大切だと思います。
災害に備えて少々の飲料水と食料は備蓄していますが、どの程度が良いのか良くわかりま
せん。
災害の確率が常に言われているので、日頃から地域住民との防災について確認しあってお
ります。特に高齢者の一人暮らしの方については、日頃から安否確認を勝手に行なってお
ります。いつも、防災や防犯には気をつかってがんばっております。
災害の備えをいかにしていないかを改めて考えさせられた
災害はいつ来るかわからない、家具転倒予防や水、食料など備蓄をしておくよう自分の甘
さを感じ、さっそく準備をしたいし、家族とも細かい打ち合わせもしていく
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災害パンフを全体の物とその地域の物を一体としたものを毎年発行してください。（地域
のものは原則その団体が作る）
災害は忘れたころにやって来る、は、真実です。
災害は予想出来ないので気がついた時点からこそこそやって居る。
災害への備えが未熟なのは、危機管理不足で反省です。
もっと、情報が欲しいです。
災害時、近隣の助け合いが大切。日頃のお付き合いが大事だと思う。
災害時、住める家があると、配給を貰えないと聞いたことがあります。
本当ですか？
また万人が知っている常識なんでしょうか？
災害時には携帯や扇風機などが使えない状況になると思うので中型バッテリを購入しまし
た
寒さ対策も重要ですがこれからは暑さ対策に重点を置きたいです
またペットもいるため必要なものは揃えておます
東京都が出したような防災冊子が欲しい
災害時に自分で自分を家族を守ることを教育しておく必要があると思います
災害時の食糧を多く買い足せば買い足すほどに、下着の衣料やその他必要分もあり、その
分重くていざという時に背負って逃げることができるだろうか？と心配して１日分を少量
用意。しかし不十分かな？とも感じる。
災害時は全ての物が無くなることは普通です。
災害時に人にはいる場所なんて分からないのも普通です。
通信手段が出来るのにも一週間以上かかります。
災害時にパニクらないようにする広報も日々必要だと思います。
準備しても連絡は途絶えます。阪神淡路大震災も、東日本大震災も、もっと教訓を伝える
広報を考えて下さい。経験者を生かして下さい。
被災地は閉鎖されます。
災害対策グッズや非常食は価格が高いので、なかなか揃える気にならない。
災害対策として、懐中電灯を用意していましたが、最近チェックをしたところ、電池切れ
になっていたり、乾電池から液体が漏れていました。電池切れは乾電池を交換しましたが
液漏れは懐中電灯も使えなくなってしまったので、液漏れ対応の旨い手があればと思って
います。
災害対策の最少備えマニュアルを出して下さい
災害対策は大切なことだと考えさせられました。
災害対策は必要と思いつつ、延ばしたままになってます。
災害伝言サービスを体験してみようと思いました。
食料の備蓄はしていますが、地震に伴う火災などで焼失してしまう可能性もあるので、自
治体に十分備蓄しておいてほしいです。
災害発生時の排泄物の処理やゴミの扱いについて、自治体の対処方法を周知していただく
と準備ができると思います。
災害非常食を売っている場所が分からないので、県のHPなどに販売店を掲載して欲しい
災害用の食料水を各家庭に無料で提供してほしい。
災害用伝言サービス 体験します。
災害用伝言サービスを一度体験しておくと実際に迷わず使うことができて有用だと思いま
す。近いうちに体験しておきたいと思います。
災害用伝言サービスを体験したことはあるがやり方を覚えてはいない。定期的に体験する
ような仕掛けがあったらいいのではないだろうか。9月頃に体験する機会があると思う
が、その様な機会についてもっと周知を図る方が良いと思う
災害用伝言サービス体験会を開催してほしい。
在宅勤務になったため、夫婦はほぼ一緒にいる。恐らくこれからは仕事をしている人も家
にいる可能性が高いことを前提に防災のあり方を検討することが必要になる。
阪神・淡路大震災の時に備蓄（乾電池や食料）したが、その後何もなく食料などを処分し
た
東日本大震災後には備蓄をしなかった。それはコンビニやスーパーがあり食料には困らな
かったから。但し 経済は動いていたのでガソリンには苦労した
首都直下地震が来た場合は経済活動はストップするだろうから、ガソリンよりは水・食料
と気候に苦労するだろう（東京の避難もあるかも）
食料の鮮度管理（賞味期限）が継続できるように仕組みを作る必要がある
なかなか難しい問題だ
阪神大震災・東日本大震災の2回経験しているので、カバンに常に非常食（チョコレー
ト）・バンドエイト・地図等を持って、会社へ出社している。
埼玉では既往、災害が少なかったので、災害対策はあまり切実感をもって行っている家庭
は少ないのではないか。小生も正直そのような感じで対策を行っている。
これではいけない、と思いながら。
埼玉は災害が少ないと思っているのであまり関心がない
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埼玉県で非常災害時援護者希望者は登録名簿に名前他を記載します。が、民生児童委員が
その方の家に出向くことも役場職員が優先的に救助するものではありません。また、援護
を必要とする基準があいまいで自営をして毎日元気な方も７５歳以上という資格があるた
め、要援護者に登録しています。他の市町村の一例では、避難所に一人ではいけない人が
援護者登録しています。今後、高齢者増加の自治体で、今のような曖昧な援護者名簿は本
当の災害時には稼働しないのではないかと思われます。
ペットを飼っている高齢者の比率も多くなっています。その点もまた曖昧ですね。
埼玉県の特産などをセットにしたユニークな防災セットを作って、県民には安く購入でき
るといった取り組みがあると、興味を引きやすいのでは？
また、年に一回、備蓄、消費を促す、お料理コンテストなど楽しめる企画も主催する
埼玉県の名産で、災害対策になるものを作り、宣伝するとよい。
草加せんべいの備蓄缶があることを最近知ったが草加まで行かないと買えないので不便。
県内のホームセンターなどに置いて欲しい。
埼玉県は大丈夫と安心していましたが・・・
災害はいつ来るかわからないので、備えをしておこうと思います。
埼玉県は地震を含めて天災事変の可能性が他県に比べて少ないと感じている。それではい
けないと思うのだが、行政サイドから警鐘が少ないように思う。
埼玉県は津波もなくどこか楽観的になっていたが、食料買い占めなどもあったし、今後は
非常時用食料を用意したい
埼玉県主催の災害訓練等に参加していますが、それでも東日本大震災のことを思うと、
日々災害時のことを思いながら生活することが必要であると思います。
山奥の一本道の集落では備蓄は必要だと思うが、都市部の場合は自宅に過度に備蓄する必
要性を感じない。どこで被災するかはわからないのだから。実際に東日本大震災時は私は
都内の勤務先にいて、翌日に帰宅。自宅の備蓄は一週間程度で十分ではないか（今後、在
宅勤務率が高まれば備蓄は増やした方がいいとは思うが）。それよりも、備蓄配布スポッ
トが徒歩圏内で行ける程度にあちこちに点在してあることのほうが有効ではないか。
子供たちへの非常時の連絡体制を確立していきたい
子供の年齢に応じて備えも変えていく必要があるなと思っています。
市の防災講習会に毎年参加している。
市町村の定期的なPR活動を強化する。
市役所・公民館などに防災マニュアルを希望者が自由に入手できるように希望します。
私が自宅にいない時の高齢な母親のことが心配です。ご近所の方とのおつきあいをなるべ
くよくしておくようにしています。
私のように伝言サービスを知っているが、体験したことがない人のためにも、ただ紙とか
で教えるのではなく、実際どこかで教えてもらえるような仕組みをしてほしいです。
私の地域の場合 周りに建物が少ないので被害的にはそうでも無さそうな気がします。た
だ老人が多い地域なので避難などは手助けが必要だと思います。
私は、東日本大震災から時間が経ち、怖さが半減して準備が忘れがちになって来ているの
で、気をつけていきたいです。
私は介護職ですが緊急時に対応できる介護支援が絶対に必要です。
緊急時に施設介護職員は自身も被災者で施設維持自体が難しくなります。
逆に在宅・通所は機能自体が停止します。
その人材が融通し合う仕組みや医療のバックサポートに入る防災介護の組織化を提案しま
す。
私は阪神大震災を西宮市で、夫は東日本大震災を仙台で被災しています。
そのため、やはり大地震は気になり、今回県内に移住する際もハザードマップは確認の
上、移住しました。
食料飲料水の備蓄だけでなく、生活用水のため、お風呂に水を張っておくなど、気を付け
ています。
私自身が被災したのは２５年前になるので今の状況とは違うかも知れませんが、食事や飲
料よりもトイレが大変だった覚えがあります。
トイレに行きたくなるのが怖くて食べたり飲んだりすることを控えたりしました。
でも周りの人で食料飲料の準備をしててもトイレの心配をしていない人が多いなと感じて
います。
私自身は、免震マンションに住んではおりますが、実際大地震がおきて、ガス 電気 水
道等が止まった場合、9階で、高齢の為 階段上り下りも殆ど出来ず、動きがとれないと
考えております。
私自身何も対策をしていないことは、いけないことだと改めて思った。
事がおこらないと、なかなか実感できない部分もあると思いますので、日頃から啓発活動
を県や市町村で継続的にお願いしたいと思います。
持ち出し袋の中身や災害時用の水・食料の備蓄チェック、避難場所や経路の確認など、や
らなければと思いつつ、できていないことが多いです。これを機会に、見直したいと思い
ました。
時折、家族と話し合う事が大切だと思います。
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自衛隊が来るまで３日はかかると言われています。最低一週間は自助出来るよう目標を立
てています。
自治会等で定期的に安否確認を行い家族もその都度メールや通話にて確認しています。公
的には市町村の広報による定期的な放送や避難訓練の励行をやって行くことが大事かと思
います。
自治体から定期的に、用意すべきものを配布してほしい。税金の無駄をなくせばできるの
ではないかと思う。
自治体の対応について明確に周知してほしい。
自助、意識低いかも。
もっと予防、備蓄して家族とも話し合います。
自助、共助、公助と総理大臣が言ってましたが、これは順番ではなく、役割分担だと思う
のです。地震に強いインフラ整備を進めてください。
自助に取り組んでも倒壊した自家に保存物などを取りに入れるのか、心配です。
自助の奨励を積極的に広報して下さい。
自助は災害時に於いては殆どの人にとっては無力、と捉えて行政は対策を取るべき。
自助は大切と思います
自助を行っていれば、全体の安全に公共の力の配分を重くできるので、中でも備蓄の徹底
などは行っていけたらと思います。
自助管理に努めます。
自身を振り返っても、地震国にもかかわらず、危機感が乏しく実際の行動が伴っていない
のが現実。
ＴＶなどで、もっと頻繁にアナウンスするべきと思う。
自然災害なので何時発生するかわからないので可能な範囲で備えつつ発生したときはその
場の状況に応じて行動する事を念頭に日々過ごしてます。
自然災害は「地域差が大きい」例えば、私の住んでる地域には「井戸」（漬け物屋さん
等）が沢山有ります。此の様な地域では水の常備よりも。。。ハザードマップから見ても
「水害、崖崩れ」に関係ない土地も沢山ある。その様な事で「防災対策は一律で無く、地
域や環境に応じて」きめ細かく指導すべきでは？
自宅での最低限の備えはしているが、長期化した場合の自宅避難者への物資援助、災害時
のトイレ、また自治体のゴミ回収処理など（トイレの汚物含む）どのように取り組まれて
いるのか、もっと広報して頂きたいです。
自宅庭にスペースがあるので何日か野宿できるように備えをしている。東日本大地震の時
も揺れたがそれ以上クラスの地震が想像つかないので怖いなと思う。
自分たちで何を準備しないといけないか、避難所はどこにあるか等は、ネットや広報紙で
情報を得ています。
しかし、公的機関が災害に備えて何をしてくれるのか（こちらが何を求めていいのか）が
わかりません。
市役所に限らず、公的機関の役割分担があれば知っておきたいです。
自分で防災準備をしなければいけないことは当然だと思います。
しかし日々の生活に忙殺され、中々進まないのが現状です。
自治体がもっと積極的に防災関係備品について 宣伝してくれると助かります。
自分というより、地域で助け合えるようにしていきたいです。
自分のことは自分で守る・・・を基本に対応していこうと思ってます
自分の身は自分で守るということを、皆分かっていない。
何でも行政に責任を押し付け過ぎると思います。
自分の身を守るために3つの自助を周りの人にも伝えようと思いました。
自分の生きている間に、地震のない事を祈っています。
自分の命を守るという観点で、外出先でも間違いなく3日間は生き延びるために、最低限
必要なものは自ら準備しておいたほうがいいと思います。水と簡単な食料、懐中電灯付き
ラジオを用意しておくと、そんなに大きな荷物にならなくていいので、ぜひ身近な所に、
常時持っていたほうがいいと思います。
自分はふるさと納税で、年に一度は被災地への支援をして、地震などの災害への意識を忘
れないようにしています。現在のコロナ禍で、世論も災害への関心が薄れています。それ
でも、いつかは自分が被災者になるのだろうから、今からでも災害を忘れず、支援を続け
たいと思います。
質問1の項目に「建物本体に備え付けの対策がしてある。」を追加して欲しい。建築業者
側でも建物本体に備え付けの対策がしてあることを売りにしている所がある。我が家はそ
の提案を採用した。
実感が薄いのでしょうか・・・今後気をつけます。
実際に大地震が起きた時にどこにいられるかわかりませんが、家族分の飲み水・食料は定
期的に点検し準備しています。家族で共通の認識を持つためにも、時折話し合っておくこ
とが大切だと感じています。
実際地震が起きた時を想定して、普段から備えておかなくてはならないと強く感じてい
る。
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首都直下地震が今後必ず起きるとされているにも関わらず、自分も含めてそれに対する危
機感の低さが問題であると感じた。
災害時には行政職員の対応できる人数にも限りがあるため、自助・共助を促すための周知
活動に力を入れるのは必要不可欠。
周辺の地理を確認しておくとよいと思います。
就寝前にスマホを充電をしておくようにしています。ミネラルウォーターを箱で買い置き
をしています。
集合住宅にすんでいるので限られたことしか出来ない。
集合住宅に住んでいるので、倒壊したら怖いな、と思うのと同時に、そうなった場合の補
償や、もし近隣の住居に被害が及んだらどうなるのかな、と心配になります。
建物が無事だった場合にも、水を使うために電気が必要になると思うので、ライフライン
の復旧が遅くなるのでは、という心配もあります。
集合場所を決めておこうと思う
住んでいる場所のすぐ前が避難場所指定であるので、それに甘えているかも知れません。
十分な備えとはどの程度の物なのかがよく理解できておらず、実際に備えができていない
現状があります。十分備えている方は、自宅のどの場所にどのように備えているのかも知
りたいです。
重い障がいのある家族がいるため、感染予防の観点からも避難所に行くことは現実的では
ないと感じています。
そのため、できる限り自宅避難ができるようローリングストックなどに努めています。
感染症不安から自宅避難の人は増えるでしょう。
情報をいかにまんべんなく伝えるかが重要だと思われます。
重機 電動カッターの装備も各地区防災庫に備えては？
重要と認識していますが、後回しにしがちです。もう一度優先順位を見直します。
出来るだけ水、食料の備蓄を行いたい。蓄電池とPHV車からの電気供給が出来るようにし
ています。
出来る限り一週間分以上は備える必要があると思います。
小さい自信は結構あるので日頃から注意してます。
小学生の頃から言われ続けて、もうこの歳。生きてる間には絶対起きないだろうという気
がする（慢心）。なにかテコ入れがいりますよね。
小工事は中々業者がやらない為大型家具等の転倒防止の実施を行政支援で業者と提携し期
間限定で実施することが望ましい
常に「備えあれば憂いなし」の精神です。
常に災害には備えないといけないと思ってます
常に準備している
職場や学校では災害に備えて避難訓練など行っているが、家庭では地域の防災訓練を年一
回実施しているだけです。日頃の備えが大事だとわかっているのですが、なかなかできま
せん。
色々とやらなければならない事があると分かって、大変参考になりました。
色々な備えが必要なことが分かり、勉強になりました。
食べ物の具体的な必要量がピンときません。
水も１人３Ｌといわれていますが、どういう使い方で3Ｌなのでしょうか？内訳も具体的
に知りたいです。
食事、水の備蓄をしようと言われているのに災害の被害にあった状況を見ていると、何も
ないんですという声を聞く事がよくあります。
各家庭に1人分だとこれくらいの備蓄が必要だと現物を見せたら良いのではないでしょう
か。
食品は、いつもの食品を多めにストックしているだけなので、今回のアンケートでは備蓄
していないとしました。
寝室の家具を減らしているなどはやっている。
食料・飲料の備えは必要だと改めて感じました
一人一人の努力が大切だと思います
食料・飲料水やアウトドア用品はそれなりに備蓄はしているが定期的に 賞味期限等の
チェックがなかなか出来ていないので少し心配です。
食料･水の備蓄以外に電気や燃料が使えるように備えるのも重要だと思います｡
食料など準備して、つい古くなって捨てています。うまい方法を見つけるのは難しいと思
います。生活の状況も変わるので、取りあえず最悪のことだけ避けられるようにと思って
います。
食料の備え程度では、実際の地震時には全く役に立たないと思う。住民相互の繋がりが全
くない時代になっているので、この面から何か考えていく必要があると思う。物は買えば
準備できるが、人の心はそんな簡単ではない。
食料も期限が切れてしまっているものもあり、定期的に見直すことが必要だと感じまし
た。
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食料や簡易トイレ等備品も、もう少し備蓄を増やしたいが、保管場所がない。自治会で倉
庫などを用意できないものでしょうか。
食料や水の消費期限を注意して買い替えないと！
食料や水や日用品はできるだけ備蓄しているが、危険防止はまだ自覚がない。訓練が必要
だと思います。
食料や水を備えておこうと思いました。
食料等の確保も必要だが、停電への対応（発電機とかバッテリーとか）も重要と思う。電
気が無いと被災時の生活が成り立たない。
食料品の貯蔵が非常に難しい。全部の食品が同じ時期で統一されていれば良いが、一覧表
など作っておいても、見過ごすことがある。適当な時期に近づいたものを食べるなどして
新しい物と交換すれば良いがうっかり忘れてしまうことが多い。特に年を取ると時間の過
ぎるのが早くそれにすこしづつ痴呆がすすんでいるので。
寝ているところなどは転倒するものがないように配置してはいるが
優先順位としてなかなか震災の準備まで手が回らない
寝室などはそもそも家具は置かない様にしている。
キッチン、リビングなどは食器棚以外は倒れないくらいの低い物しか置いていない。た
だ、今回のアンケートで、食料や、水をきちんと備蓄していないといけないと再確認しま
した。
寝室に背の高い家具を置かない、倒れやすい方向を考えて配置する等は気にしているが、
家具の固定まではできていない。本当はやるべきだとは思いますが。
新潟に住んでいた時、仕事をしていた施設で訓練として伝言ダイヤルを使っていた
こちらでも、同様の訓練などがあれば浸透すると思う
真冬の停電が怖いですね。
暖房も全て電気なので。
発電機も各家庭で用意すべきでしょうか？
神戸の親戚に地震の被害について聞いているので大震災のあとはいろいろ気をつけていた
が、今は気が緩んでしまっている。
嫌なことは考えたくないので、地震の対策をしなくてはいけないのはわかっているが、毎
日のんきに暮らしている。
震災直後は備えようと、心掛けるのですが、時が経つと気が緩んでしまいます。県の冊子
やメディアの力で時折訴え掛けていただけると、有り難いです。
人間が生きていく必要最低な物資は常備して地震災害に備えています。できる事ならみな
さんで守って日常生活を送っていけたらと思っています。
水、食品の備蓄をする場合に消費期限を過ぎたものは廃棄しないように、ちゃんと消化し
なければいけないので、どんなものを購入するか十分に考える必要があります。
水、食料の備蓄は消費期限を気にしながらやらなければならないので面倒であると実感し
ています。
水、食料以外の対策を知りたい。
水・食料etc.の用意をこまめに心掛けたい。
水・食料の他に簡易トイレ（処理するもの）も必要と、中越地震を経験した方にアドバイ
スを受けました。
水と食糧はもっと備えたいのですが、置き場所がなくてできていないです。
あと個人的にはトイレの心配をしています。簡易トイレを購入したいですが、日々の生活
に手一杯で金銭的にそこに回せません。
また転倒防止などもやりたいのですが（東日本の時にトースターが吹っ飛んでいったの
で）賃貸なので壁に傷をつけずに固定するとなるとそれも金銭的な余裕がなくてできてい
ません。
とても気になっているのでもし配布とかあれば絶対使います。
水や食料など用意しなければいけないですね・・・。
水や食料の準備も必要ですが、トイレも断水した場合必要だと思います。
私は一応準備してますが、市では、トイレの事は周知してないように思います。
非難所で、毎回一番困るのがトイレと聞きます。
食べれば、出ますので、それに気を使うようでは、と、それが、一番心配です。
避難所の収容人数に応じた簡易トイレ、断水しても、使える物を準備してほしいです。
水や食料を備蓄したいとは思っているのですが 金銭的理由で出来ていません。
年寄りも同居してるので少しずつでも 備蓄したいと思います。
水や食糧を備蓄していても、いざ大地震がきたら古家の我が家は潰れると思う。家が潰れ
ても使える備蓄方法を思い付かない。
水食料等々くらいしか準備難しい。
正社員ですが、手取り16万円の生活をしています。
ここから光熱費、家賃、食費、消耗品、引いたらほぼ残りません。災害時の備えは難しい
です。

昔から怖い物の一つに挙げられていたが、やはり地震がいちばん怖い。文明がすすんでも
393 やはり予知予測はある程度しかわからず時間帯何日までわかるようになると不安が解消さ
れる。災害も軽くてむようになり、安心して暮らせる日が来ることを願う
先ず、自分自身の安全を確保する事が第一。他人のことに関わる余裕がないことがある。
394
安全の確保は日頃からやっておくべきである。
前もって備えをするのは大変なことだと思いますが震災は突然やってくるのでもう一度見
395
直したいと思います。
前知事は埼玉県にはもう道路は必要ないレベルまで整備できている
と県のページで書かれていましたが
大雪の時 国道すら通行できず一週間我が自治体は出入りできませんでした
スーパーには即席麺や乾麺はなくなり 水やプロパンガス 電気はあっても陸の孤島でした
396 峠が崩れて切り通しの法面が崩壊して出入り不自由なのに、復旧するまで何週間掛かった
事か。県北部・県西部の人口は少なくても、密度は低くても
生活できる様面倒見て下さい。大雪の時 自衛隊に災害要請したの 埼玉県がずば抜けて遅
かったですよね。西部北部は標高も高いし海からも遠いから逃げてきてもいいですが
きっと道路が混んで大変でしょうね
全く、準備も含め”無防備”である。それは災害を身近に感じないし、又起こりえないと
の過信である。この意識が危険であることは承知しているが、日常生活の中で
397
明日の”防災”より、今日の生活を優先してしまう。
398 全国民が、意識知るべきです。
399 速やかなライフラインの復旧が重要
400 他人事のような考えが自分にあるので、あまり関心が無いと思う。
多くの人がスマートフォンで情報収集をすることになるので、LINEの公式アカウントなど
401
で地震に関するコンテンツ配信を行うと良いと思いました。
402 体験する機会があればよいとおもう。
対策せねばと思いつつも、ついつい後回しにしてしまうし、いざやるとしても何からやる
403
か。となる。そんな人は少なくないのかもしれない。
耐震、制震対策をしていない建物が多すぎる。そういうやる気のない家は、固定資産税を
404 多くとるとか、ペナルティを与えるべき。
近所にそういう家があるのは、災害対策として非常に迷惑。
405 耐震家屋にしました。
大きな家具やTVなどは転倒防止策を実施しているが、PCのモニターやプリンター、小型の
406
仏壇など比較的小さいのもは、なかなか方策がないものが多いため実施できていない。
407 大きな地震が起きないことを祈るのみです
大きな地震が国内であると、持ち出し用の水や食料の確認をするのですが、なかなか定期
的なチェックが出来ません。毎年、確認する時期や日付を決めれば良いのですが。非常食
408
の用意や転倒防止対策をやろうと思うとかなりお金がかかるので、ついつい後回しになっ
ています。
大きな地震が来たら避難場所の学校も逆に危ない可能性もある
家族と出会ってからしか避難する意味は無いと思っている
409
家に居ながら情報を貰えるような避難の仕方をルール化してほしい
家に居たら何もしてくれないと聞くのでそれはあんまりだと思う
410 大きな地震が来ないことを祈ってます。
411 大規模災害時の緊急避難先の案内が不十分のような気がします。
大規模地震（震度6以上）は相当混乱すると思うので自助で3日間ぐらいは水・非常食など
を用意してある。薬も手元に残が少なくなったら（1週間程度）受診して処方・購入して
おくようにしている。今までの体験から震度4クラスは被害がないので、慌てないように
412
している。通電火災が心配されるので感震ブレーカーは設置した。避難場所や備蓄品など
が避難民に対応していないのでとりあえず3日分は準備しておくことが肝要と考えてい
る。
大災害は、いつ発生するかは予想できません。日頃からの備えは重要と認識しています。
413
行政からの広報をしっかり受け止めたいと思います。
大地震でも飲料水や食料は何とかなると思いますが、トイレの水や電気ガスなどのインフ
414
ラが一番心配です。
415 大地震についての備えは、各自治体が、常にホームページ等で、啓蒙活動すべきである
大地震の際は、それだけでパニックに陥り、不安感に襲われる。地震がコロナ禍で起きた
416 場合の混乱は恐ろしい。今までに広報されたかもしれないが、そのような場合の対処の仕
方を時々広報していただきたい。
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大量の水や食料を備蓄しても、一定の期間が過ぎれば処分をせざるを得ず、いざというと
きに何がどれだけ役に立つかもそのときになってみないとわからないので、非常にむずか
しいです。むしろ、非常事態が発生した場合、身の安全を考えて臨機応変に対応すること
しかないと思います。
実際、１０年前の東日本大震災のとき私は都内のオフィスビルにいましたが、まだコンビ
ニが開いているうちに食料を買い、会社からの指示が出る前にすぐ退社したため、帰宅難
民にならず家に戻ることができました（出遅れて会社に残っていた人は食べるものもなく
事務所で一晩を過ごしたそうです）。
知的障碍のある成人した子供がいます。普段はひとりで行動しているが、突発的なことへ
の対応ができないため、心配です。周りの人からみると、身体障碍の人に比べ手助けしづ
らいので、災害時の公共案内は具体的にわかりやすくしてほしいと思う。
地域では自由参加で年一回避難訓練を実施しており、毎年参加をしています。災害に備え
啓蒙活動も最近始まりました。備蓄倉庫が足りないので計画して欲しいです。
地域住民同士の繋がりを強くしていくこと、定期的に防災対策セミナーを開催することが
大事だと感じます。
地域的に、避難場所に多数の人が、避難できるとは思えない。
地域防災の啓発広報を担当しています。イツモ防災のマニュアルブックは持っています
が、有料かつ著作権の関連かわかりませんが、地域啓発に勝手に使用できないのは不便で
す。
地元の市町村や自治会では準備しているらしいという情報はありますが、地震がいつ起こ
るかによって対応が分かれると思います。夜間、早朝，日中とシナリオを３，４ケース用
意して欲しいものです。それによって対応が変わりますので。
地震、災害は予期しないで突然やってくる。
備えはしなくてはと思いました。
これから災害伝言ダイヤル171に登録します。
地震＝火災を考えるので、常に一体としての対策を行政にもお願いしたい。備蓄倉庫など
の適正数・適正物品・スマホなどの充電体制なども考慮が必要。
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災害時に使用可能な充電場所の増設・使用システムができると便利です。
現代は、家族が世界中に出向き、住む・出張する時代となっているので。
地震・防災はこれからも重要です。
行政でももっと積極的に地震・防災情報ネットワークを啓蒙・PRしていってもらいたい。
備えあれば憂いなしです。
地震がこないことを祈るのみ。
地震からの停電の恐怖がある
地震が起きた時に何処にいるかで変わるから特になし
地震が多い国であるので、いつどんな規模の地震が来ても慌てないように備えをするべき
だと思っていますが、日々の生活が忙しく頭に思い浮かんでも面倒に思ったり、食糧や水
も買い忘れてしまっています。自分には大きな災害が降りかかってこないだろうという気
持ちがどこかにあると思います。３月１１日は、怖く寒い思いをしました。家族ともう一
度、色々と話し合う機会を持ちたいと思います。
地震などの災害により一定期間避難する場所について、私が住んでいる場所は、取り敢え
ず避難場所を設定したようで、非常に狭く近隣が殺到した場合の役に立たないのが実情で
す。避難場所については、実情に合わせた合わせた検討が必要ではないでしょうか。
地震などの災害は、いつ来てもおかしくないので、本アンケートを含め、色々な媒体を通
じて、時々伝えることが必要ではないかと、改めて思いました。
地震については、遅いけれど早急に家族で話し合って考え、集合場所や避難場所を確認し
決めていかなければいけないこと。
伝言サービスも活用していきたい。
地震についてはほとんど関心がなかった。
もう一度地震発生時に対する対策（手順も含めて）をおさらいをしたい。
地震に対する備えの啓蒙は必要だと感じております。
地震に対する備えは観念的にはわかっているのだが、実行できていないというか、何とな
く大丈夫だという気がしてできていません。
地震の規模で条件がまるで違う、と思います。埼玉では津波被害も無く。多少山間部はあ
りますが。
地震の行政対策を知らない
地震の際にいろいろなこだわりのある人が少しでも快適に避難できるよう自治体で考えて
ください。例えばペット、例えばプライベートスペース、例えば音楽、わがままとは違っ
てそれがないと暮らせないという人は結構います。私はこだわりはありませんが家族はこ
だわりが強いので避難などということになったらストレスで病気になると思います。そう
なるととても大変なので、いろいろな状況に配慮できる避難対策を整えてください。

440
441

442

443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

456
457
458

459

460
461

462

地震の時は、自分で自分の身を守らないといけないので、食料の確保、電気、おもに火を
起こせるものを確保しています。外の倉庫、家の中と分散しています。
気が付いたら、食糧を買い足して入れ替えていますが、長持ちする食糧、地震の時何が必
要かなど、発信してほしい。
地震の備えで命を守る自助の取り組みについて、これまでの人生経験等を生かして埼玉県
で、家族を含めて健康生活をしている、現在に改めて感謝申し上げます。
地震の備えは、個人では限界がある。
東京都では、立川市に防災管理センターがある。
埼玉には防災管理センターはない。
県北の熊谷市に、埼玉の防災管理センターをつくればいいと思う。水は、県の行田浄水場
があるし、緊急の給水ができる。
籠原には陸上自衛隊がある。熊谷市のスポーツ文化公園に防災管理センターをつくれば、
県南、都内に災害があったときに、防災基地になると思う。近年、コロナやテロ、自然災
害など予想できない事故にまきこまれることがある。県南地区がやられたら、埼玉は終わ
りになるだろう。だから、熊谷市に災害対策本部があれば、救援にいけるし、県北まで被
害はくる可能性は低いと思う。宿泊施設を兼ねた施設、防災基地、病院をつくるべきであ
る。
地震の備えよりも地震の予知を確立して欲しい
地震は、予測が難しく怖いです。でも、とにかく、少しでも万一に備えて少しずつ用意し
ておきたいと思っています。
地震はあまり起きてほしくないですが、やはり、最低限の準備はしておきたいと思いま
す。
地震はいつくるかわからないので、事前の予報が必要。
地震はいつ起きるかわからない。充分注意をしよう。
地震はいつ起こるか分からないので、日常の備えが必要だと思います。
地震はいつ来るか、大きさも分からない分、常に念頭においておく必要があると思ってい
ます。でもたまに気を抜く時があるので、そう言う時が一番危ないなと感じています。家
の中は高い家具はありません。固定はピアノぐらいです。
地震は必ずあるとわかっていてもなかなか備えることが難しいと思います。
地震は怖いけどすべて揃えるとお金がかかり負担になる。普段使わない缶詰やカンパンは
賞味期限が切れたあと使い道に困ってしまうなどの理由でインスタントラーメン、レトル
トカレーのみ買ってある！
地震は予期せぬときに発生するので最低のことはしているつもりだが、実際は最高レベル
の準備をする用意の必要性を最近感じているので近日中に準備します。
地震への備えがまだまだ不十分だということが良く分かりました。今後一つずつ解決して
ゆきます。
地震への備えが重要なこと分かりますが、具体的なやり方がよく分からない。
地震への備えについて、広報紙やメディアで見かける機会が増えて、いい事だと思いま
す。しかし一方で、｢まだ機会が足りない｣とも思います。備えることが当たり前の日常、
例えばスーパーやコンビニに行けばどこにでも｢ローリングストック向け食品｣がある、引
越しで間取りを検討すれば、洗濯機置場があるのが当たり前のように｢備蓄水置場｣があ
る、みたいな、世間の認識が変わってくれれば良いなと思います。
地震への備えは絶対にするべきだと思いますが 住居が山形なのでのほほんとしていま
す。
地震への備えを初心状態で完全に維持していくのは難しいので、頻度を高くしての啓蒙が
必要では。
地震や水害によっても避難方法や必要な物品が異なり揃えるのが大変ですが講座を聞いた
りしながら少しづつ揃えています。現在は身近な問題という意識もあり体験してみる機会
がもっとこれからも身近にあるといいと思います。
地震や他の災害に備えてというより、コロナウィルス感染対策で自粛が続き、水やお米を
常備するようになりました。
行政でサポートしていただける部分があるにしても、ご近所さんは高齢者ばかりなので自
力でも準備しなければと思います。
地震後、停電になれば給水が出来なくなります。そうすると風呂の水（トイレ用）を溜め
ておく、などこうした方が良いと思われる事をどんどん発信して欲しいです。
情報の選択は個人で出来る事だと思います。
地震後、倒壊しなくても停電が発生した場合、マンションの水が出なくなるのは広く知ら
れるべき
地震国・日本に住んでいる以上、地震への備えはしておかなければならない。家庭で出来
る3～4日分の蓄えはしているものの、ライフラインが大きな損害を受けた時、数週間～
数ヶ月という対応には国や自治体の助けが欠かせない。
そうした情報も常にアップデートして頂くと共に、いかに情報へのアクセスを簡単に出来
るようにするかも、取り組んで頂きたい。
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地震国日本であることは国民誰もが知っている。それなのに住宅が密集している。隣宅と
の距離を長くする住宅政策をとる必要があると思う。
地震災害は建物の崩壊、樹木の倒壊さらに火災の発生等尊い人命の危険性があります。
日頃からの油断しないで、準備をしておくのが大切だと思います。
地震災害後のライフラインの生活補償の対応策を強化してほしい。
地震時に避難場所で生活ができるのだろうか？食料や飲料が避難場所に届くのかどうかよ
くわからない。
地震時の経験からただじっとして収まるのを待ってます、何もできません。福井大震災の
時地震と同時に庭に飛び出して、畑に逃げました、その時積んである薪が倒れてきてよけ
て避難しましたがあの時薪で怪我してたらと思うと動かないのがいいと思った、なのです
ぐに布団をかぶり、またはテーブルの下にもぐり、やむのを待つことにしました、東北の
時も布団かぶってじっとしてました、ものが落ちる音、天と地がひっくり返ったような感
じの中で終わるの待ちました。これがいいと思いました。
地震対策をしなければ、と思いつつ、つい後回しになっていることを反省した。賃貸住宅
では壁に傷をつける耐震の工夫が難しいのが悩みどころ。
地震対策を取った所でなる様にしかならないのが現実。
家を建て替えるにもお金が掛かるのでしばらくは無理。
地震直後は考えないといけないと思うが、すぐ忘れてしまう。災害用リュックは用意して
いるが、連絡方法や家具の配慮などもっと危機感を強めなければならないと思った。スマ
ホが使えないことも考慮し家族の連絡方法を改めて確認しようと思う。
地震発生時に居住地区でどの様な事態が起こりそうかの想定を、より具体的に・地区単位
で、住民に知らせる事で、住民の心構えがかわると思う。
地震怖い
地震保険に入っています。
地震保険金額が高くなり いざ でるのかと心配です
地盤の強さの情報を取りまとめて公開し、さらに地盤改良を進めてほしい。
地方転勤、勤務が多くあったため、地方の地域連携と埼玉県との違いについて感じたこと
書きます。地方は近くの小学校や中学、高校を避難所として地域の老人会から幼稚園児、
社会人まで災害時の集合場所が明確になっていて、迷う事は少なく、転勤族でも避難所は
理解していました。しかし、さいたま市のような政令指定都市は、範囲が広く、重なり
合っているエリアも多く、指定されている避難所に本当に全員入れるのか、少し不安があ
ります。避難所の周知も地方都市に比べPRが少ないように感じています。防災無線も聞こ
えるのですが、内容がよく聞き取れないことが多々あります。無線機の設置間隔が地方の
方が狭いのかもしれませんが、地方都市の方が良く聞き取れました。区役所においてある
防災マップ等々とても整っていると思いますので、防災PRを老若男女、隅々まで伝えられ
るようもうひと工夫あると、もっと住みよい、魅力ある街になっていくと思います。
置き場所が無いのが問題点です
築３５年以上の一戸二階建ての家ですが、先の東日本大震災時も無傷で、備品の破損もあ
りませんでした。年齢的にも今の備えで済まそうと思っています。
蓄電池が欲しいけど、高すぎます。
昼間都内にいる県民の行動はどうするのがいいのか知りたい。
家具、書架棚を固定する丁度よい器具が販売されていない。
町内会で役員をやっているが、市や県の防災に関わるお知らせが一度もなかった。
回覧板はお年寄りに注意を促せる貴重なツールだと思うので、防災やコロナの注意点、防
犯対策など少し情報提供してもいいのでは…
超高齢化の時代を迎えて、独居老人・何らかの障碍をお持ちの方（認知症含む）などの
フォロー体制と地域での住民による総合扶助の強化。シングルマザーの年少者家族への災
害への指導と子弟への教育（防災含む）。防災マップ等はとても良い広報と思います。今
後も折に触れ各自治体からの広報は続けて欲しい。
長期保存できる品は高価だと思う
賃貸アパートのため、備蓄があまり出来ないのが心配です。
特に水はかさばるので、難しいです。
賃貸住宅の家具転倒防止について、埼玉県として補助
通学場所や、通勤地が近場では無いので、何かあった時は、会えるかが心配。何かあった
時に、連絡が取れるようにしておきたいと思っている
通信インフラはすべてが安泰とは限らないので、いくつかのオプションを用意しておきた
いと思っている。
通信の確保をお願いしたいです。
停電時の電源を確保（自家発電機）している
車には常時ガソリンを満タンに近づけている （移動用、電源確保、暖冷房）
風呂の残り湯は常に一杯にしている（トイレ、洗濯に利用）
大きめのブルーシート4～5枚 およびロープ テント

天災は忘れた頃にやってくる。
491 大事だよね、こう言うアンケートで促すのも。
国のCMで月に数回全国に流すと良いね、災害時のイロイロを。
492 天災は忘れた頃にやって来ます。水と食料をたくさん買い込み準備しています。
転倒物を避けるための工夫をしています。
493
寝室には置かないなどです。
伝言サービスなど，年長者には難しいと思う。簡便に年長者にも使えるような何かがある
494
といいと思います。
田舎なので、あまり大きい地震があっても何とかなる気がして、準備をしていないので、
495
何も無い事を望みます。
496 田舎なので命は守れてもその後の生活にはかなりの不安がある
497 田舎住まいのため、自身の危機意識が薄いことを反省している。
電気・水道・ガスが止まると本当に困ります。小中学校とかにある程度の規模の防災倉庫
を設置し、そこに自家発電装置とガソリン、電気を使わないストーブと灯油、雨漏り補修
等に使う青色ビニールシート、ベッド用の組み立て式ダンボール、懐中電灯と電池、台
車、簡易トイレ設備等を常時準備しておけないかと思います。
また、お年寄りは給水車から水を受け取っても持ち運びができません。色々なお手伝いを
498
していただけるボランティアの方の登録制度とかがあれば良いように思います。
私は、東日本大震災が発生してから三日目の月曜日に高速道路を使って都内から仙台市内
へ物資を届けに行った経験がありますが、都内のほとんどのスーパーにはパンやおにぎり
等の食料品及び水関係の在庫がほとんどありませんでした。
緊急時には買い占めを防止する対策も必要な気がいたします。
499 電気を作る発電機等の助成をして欲しい。
電源確保を気にしている。冷蔵庫、ラジオ・テレビ、スマホ用に乾電池だけでは不安。廉
500
い太陽光発電がほしい。また、町内に共用のものを用意できないか。
501 電信柱の地中化をお願いします
502 電池・燃料・薬品・ガソリンなどもいりますね。
503 電柱が傾いている所が多々あり、地震で倒れそうで怖い。
東京直下型の地震では、被災者が埼玉県に多数避難する事が予想されます。
504
そうした場合に備えて県や東京都はどうした対策を取っているのか？いないのか？
東京湾直下地震が、いつ起きてもおかしくない状況なので、とても心配です。水、食料
は、使いながら保存するという方法で、備蓄しています。でも、自宅の破損状況によっ
505 て、それが実際に使えるのかどうかは、全くわかりません。避難所も低い土地に有るの
で、津波が起きたら（千葉県）完全に水没すると思います。生き残れる気がしません。
506 東日本大震災から１０年、段々忘れかけてます。再度、教訓を思い出したいと思います。
507 東日本大震災から10年が経つことを踏まえて、大規模な防災訓練を実施すべき。
東日本大震災のときは携帯電話からの発信ができず、近くの公衆電話からの電話がつなが
りました。
508 それから10年。コミュニケーションの方法も変わりました。以前は電話が主だったので伝
言サービスが便利でしたが、現代にあった災害時コミュニケーションの方法を考えるべき
だと思います。
東日本大震災の経験を生かして普段から水、食料、簡易トイレなど最低限の準備は行って
います。
509
住んでいるマンションも防災訓練などを徹底しています。「備えあれば憂なし」を心がけ
ています。
東日本大震災の後、食料と水（飲料水と飲料水以外）を3日分確保するようにした。最近
510
は大型台風が発生するので、より必要性を感じている。
東日本大震災の後は家族で話しましたが、どうしても時間が経つと徐々に危機感が薄れて
511
しまいます。防災の日に改めるということもいいのですが、マンネリ化してしまいます。
東日本大震災の際に食料や日用品の調達に苦労をしたので、なるべく備蓄を増やし日頃か
らローリングして使用するようにしている。
マンションと一軒家でも必要なものが違うと思うので、水食料以外に簡易トイレや水を入
512
れるタンクも用意している。
自分から調べないとわからないことも多々あるので自治体でも積極的に情報発信をしてい
ただきたいです。
東日本大震災の時に感じたことなのですが、マニュアルがあると人は動かしやすいけれど
マニュアルから外れることを極端に恐れて臨機応変に対応できないといったこともあるの
513
で、平時から責任の所在を明確にして災害時は細かい指示体系で柔軟に対応できる仕組み
が必要なのではないかと思いました。
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東日本大震災の時の恐怖と停電等の不便さを段々と忘れかけているのが実感。東南海地震
がいつ起こっても不思議ではないのに、此処は地盤も固く、荒川河川敷からは高まった土
地なので水害の危険度も低いと、本格的な防災意識が薄れているのは問題だと思う。備蓄
だけは意識しているが、ハザードマップもさっと目を通した程度でまだまだ不十分。今
回、市から大型のマップが届いたので、しっかり地元の状態を把握して家族とも共有して
いきたい。
東日本大震災の時は携帯電話がしばらく使えなかったのでその対策が重要です。
東日本大震災を福島県で体験しました。私の家庭は運よく電気、ガス、水道が平常通り供
給されましたが、周りを見るとトイレの水に困っていましたよ。水道が止まった家庭は放
射能を浴びた川の水で流していました。トイレの水確保も必要なものの一つと考えるべき
です。
東日本大震災以来、自助意識は相当薄れているので、何は市町村や県のサポートがあっ
て、何は自力でしか対応できないのか、知りたいです。
東日本大震災の時に仙台に住んでいました。震災の二日前に震度4くらいの地震があっ
て、小さな津波がきました。その時に、結構恐怖を感じたので、備えをしようと思ってい
たのですが、間に合わず震災の日を迎えてしまいました。私のマンションは、仙台市の中
心地にあり、大きな被害は避ける事ができたのですが、やはり電気、ガス、水道はすべて
止まってしまったので、非常に困りました。特にお風呂の水を抜いてしまっていたので、
トイレの水に困りました。幸い我が家は、電気と水道は一日で復旧したので、助かりまし
たが、ガスが復旧するには1ヶ月以上かかりました。震災の夜、必要に思ったのは、食べ
物と飲み物はもちろんですが、手元を照らす灯りです。街が全て停電で真っ暗でしたの
で、夜はとても不安でした。備えの中に懐中電灯は、必ずあるといいと思います。ろうそ
くは、ずっと余震があるので、怖くてつけることは出来ませんでした。あと、可能ならば
お風呂の水は抜かずに入れ替えるときまでとっておくといいと思います。トイレ用にした
り手を洗ったり、使うことが出来るので、飲み水を使わずに済むので。
東日本大地震は、いつ、自分に降りかかるか分からないので、いつもできることはしよう
と思っています。小さなことですが、携帯電話のバッテリー充電を常にしておく事や、車
の中にはスニーカーや膝掛け、袋を常備しています。
東日本大震災で震度5弱を経験しており、ある程度被害状況が判断できますが。
自分宅以外の内外で震災時の体験を思い起こし車の燃料を常に満タンにしておく。
又、インフラ確保のため、灯油の確保、水はぺットボトル2ケース保存、マスクや緊急手
当て用医薬品、ヘルメット等物置にとってある。又近くに浄水場があるので緊急時の取水
をできるように構内に入所していけるように役場に確認している。
東北大震災の後は、色々話し合った。しかし「のど元過ぎれば熱さ忘れる」。最近は災害
時の家族とのコミュニケーション方法を決めてなかったことに気がついた。１７１のやり
方も忘れている。「災害は忘れたころにやってくる」コロナだけではない。災害時のみ動
く災害用伝言サービスをもう一度確認してみようと思う。9月1日だけでなく行政からも折
に触れ情報提供してくれると助かります。
東北大震災を気に地震と、対策への意識は高まりましたが、まだまだ、日々の忙しさか
ら、対策を後回しにしてしまいす。
街の広報等を通じて、対策に取り組んでいきたいと思います。
当マンションの理事会で、備蓄などの話し合いを持っています。
各家庭だけではなく、地区やマンションなどの対策対応も行政として指導していく必要が
あるのでは
当初は食料など備蓄していたが期日オーバーで取り換えが面倒のためそのままにしてい
る。
逃げる用意だけはしています。
頭の中では対策についていろいろ考えているが、実行に移していない。
動物がいます。集合避難所には長くはいれません。
特に、いま、仮に、首都圏に、大地震が襲来したら、行政も、民間、市民生活も、破綻す
ると思っています。エライことになると存じます。
独自の通信網を構築すべきでは。自衛隊のように。
難しいとは思うが、企業・団体規模ではなく自治体規模の避難訓練をときたま行うと良い
と思う。
日頃から、やっておかなくてはいけないとは思いつつ、なかなか自分からはできないのが
現状です。
日々の生活に時間を取られて準備に時間を取れない。
日々の備え。
日本の各地で地震が起きる度に備えは充分にできているか心配になることもあるが、これ
こらも備えはしておこうと思う
日本は火山大国なのですから各種防災の備えを全国の自治体が行うのが当然です。
一日も早く官民一体で防災の備えを完備するようにしないといけないと思います。
日本は地震国なので、日ごろの対策が重要ですね、このアンケートを機会に、家族で話し
合い、意思統一をして、対策をしてまいりたいと思います

日本は地震大国で有りながら、その予知予測の信頼性が乏しい為、その備えに対する危機
感を感じない。地球温暖化に伴い、世界的に大災害が発生しているが、地震に関しては、
国の総力を挙げて予知能力を挙げる策を強化して、国民にその方向性をきちんと示すべ
き。自然災害だからしょうがないの概念を捨て、国の最も重要な課題として将来を見越し
537 た舵取りを政府に要求すべきと考える。上記大地震では福島原発の事故も併発した。唯一
の原爆被爆国が原発で被爆した。日本は大恥をかいたことを肝に銘じて、地震の予測精度
向上に徹すべき。備えの徹底は予測精度を上げて、国民を納得させることしかない。日本
の威信にかけて推進すべき。
日本人の国民性のひとつとして、災害時にも冷静さを失わないことが、巷間あげられてい
538 ます。
539 配水用のタンクは用意している。
540 買い占めの恐怖しか無いです。
541 発生しないことを願う
比較的安全だということで、この地をえらびました。
542
でも、備えはひつようだと感じています。
比較的地盤のしっかりしている場所なので、大丈夫と思っていますが心配はしています。
543
備えあれば憂いなしで対応したいと思います。
被災状況がわからないので、何とも言えない。
544 その状況に応じた対応を考えられるよう、シミュレーションしておく必要があると思う。
まずは安全が確保できるとこはどこか考える。
避難をしたら行政のお世話にならなければならなくなるが うちの地域の行政はとても頼
545 りにならないので 自分たちで何とかしなくてはならないと思う
しかし、備蓄が賞味期限などで切れると 経済的な負担が大きく揃えるのが厳しい
避難訓練のように、各家庭でも実際に非常食を用意して食べる日や、伝言ダイヤルを体験
してみる日、などがあると強制的でも試してみると思います。各自治体や町内会ごとでも
いいので、実際の避難はこんな感じなんだ、と体験できるといいと思います。一人では腰
546
が重くてなかなか取り組めないことでも、学校の課題だからと親子で取り組んでみたり、
老人を抱えているご家庭ではどんなふうに寝室の家具の転倒防止をしているのかを実際に
みてもらう機会があればいいなと思います。
避難所で起きる諸問題（トイレ、女性の安全と配慮、体育館雑魚寝の悪環境等）に対する
改善策は十分に検討されているでしょうか？
547 他の自治体で起きたことを教訓に、事前に対策を講じられないようでは無能の誹りは免れ
ません。
検討している、では駄目で決めてください。
548 避難所となる学校や公園の老朽化が気になる
避難所に、ガスコンロ＋スープの元（お茶は空腹を紛らわさない）があれば諍いが減るの
549
で、準備して置くと役所の人は楽かもしれません。
550 避難所に動物を連れて行けるようにしてほしい。
避難所に入れなかった友人の話を聞き 親子二人用のテントを買いました。
東北地震の際に 電車の中に一日閉じ込められた母の体験から、通勤バックには 飴と小
551 さなペットボトル、70Lゴミ袋（割いて下に敷く、暖を取る、カッパになるなど何でも役
立）が入ってます。
実際に被害にあった人の話を聞くのが 一番役に立ち、地震への意識改革になります。
避難所のリアリティある運営方法について埼玉県としてそれぞれに丸投げすることなく
統治する責任を果たすようシミュレーションしなければならない。小中学校は国民の教育
を受けさせる、受ける義務を果たす場所であり、公共施設としては同じではあるが、
552 避難者が宿泊する場所ではない。公助として民生委員などを中心にあらかじめ生活弱者を
優先に順位を定めその順で宿泊施設を確保し学校は最悪でも避難物資配布中継所以上の役
割を持たせないと決めることが重要であると思う。学校＝避難所にするのはあまりにも行
政ノープラン。今後は自宅避難をすべての基本とする英断と県政告知を待つ。
避難所の運営に関する指針（新型コロナウイルス感染症に対応したガイドライン）が策定
されていると思いますが、地震被災時に問題なくスムーズに実施できるのか、どのように
553 点検されているのでしょうか。
市町村、もしくは町会単位で行政主導の災害避難の模擬訓練を実施していただけるとあり
がたいです。
避難所の中には先日の水害で避難できなかった場所があるので見直しが必要だと思いま
554
す。
避難場所が建物の地区と、公園などの屋外の地区があり不公平さを感じます。
555
屋外の場合は一晩過ごすのにどうすればいいのでしょうか？
避難場所での生活に不安を感じているため自分で出来る事は準備しないといけないと考え
556
ているが、なかなか準備が出来ていない

避難場所に親を連れて行くのに徒歩では行けない そんな時はどうしたらいいかを考えて
557 いたら 避難する事すら無理かもと思うようになった 親がわがままで他人と同じ避難場
所で生活出来ないから置いていけと言われた 私はどうしたら良いかわからない
558 避難場所の確認や、家族との連絡方法の確認を常に知っておかないといけない
避難場所の徹底と避難先での収容人数と食料品の配給有無、提供サービスの内容等を明示
559
してほしい。避難先で入場を断られるのは悲惨ですので。
避難場所はいくつかあるが、行くまでの道のりは歩くことになるので、分厚い靴とランニ
560
ングシューズは意識して準備している。
非常事態に備えてトイレの対応が緊急性が高いと聞いています。その用意を検討していま
561
す。質問事項がありませんでした。
非常持ち出しの中身を1回/1月点検をしている
562
乾電池の予備保管とオイルランタンの自作で備えている
非常時に持ち出すものを一まとめにしているかと言うと、別々に置いていることが多い。
563 それで良いと思うが、緊急用だけでも一まとめにして置き、月一回点検するなどの習慣を
身に付けたいと思う。（なかなか難しいのですが）
非常時の備えが必要であることは理解しているものの、いざ用意しようと思っても保管場
所や費用、消費期限がきたときの買い替えなど、そういった手間を理由に後回しになって
564
しまう。危機意識は、時間が経過するほど薄まってしまうので、継続的な啓発活動や事例
紹介などを行うことで、再認識するきっかけになると思う。
非常時や災害時の対応が不十分なのでもっと真剣に対応するよう心がけて行きたいと思い
565
ます。
非常食や水を備えていても、家にいるときとは限らない。出かけるときはバッグに飴や
566
ちょっとしたお菓子を常に入れています。
非常食等もそうだが、電気が止まることへの備えもすべきか悩んでいる。
567 市区町村で、電気が多少使えるような備えをしていていただけると非常に助かる（充電な
ど）と思う。
非常袋を用意しておいた方がいいとは思うが家族の人数が多く準備しきれない。何をどれ
568 だけ用意しておいたらいいか、詳しく教えてもらえるような冊子などを各家庭に配っても
らえると良いかなと思います。
備えあれば患いなし。と言いますが、保管場所が潰れたら利用できない。
569
悩むところだ。
備えあれば憂いなしですが、なかなか備えができていません。
570 また、貴重品の持ち出しなど、リュックに用意して置くことが大切と認識していますが、
行動に移せない状況です。
571 備えあれば憂いなしの例えで日々必要なものを追加することが不可欠です！
備えが必要だと思うものの、一人暮らしだといまいち切迫感がありません。また家が狭す
572
ぎて普段使わないものをを置いておくスペースがありません。
573 備えする必要性は感じている。対応を促すきっかけが欲しい。
574 備えないといけないと痛感しました。
備えなきゃと思いつつも手間や値段の高さに腰が重くなるばかり。食品、水は一時用意し
575 てたことがありましたが、消費期限が切れそのままです。また、食品類は結構値が張るの
がネックですね。
備えなければならないのはよく分かっていますが、正直、水などの体積の大きいものを置
576
くスペースが部屋にないのです。トランクルームに水を置いても仕方ないですしね。
備えは大切だと思いますが、決めた場所に食料・飲料・電池等の備えはしていない。家の
577
中にそのような場所を確保することが必要かも知れません。
備えは必要
578
準備するのは結構大変 女性一人で家族分は、厳しい
備えは必要だと常日頃感じてはいますが、なかなか実行出来ていません。
必要とされる3日分の量は、よく提示されており解りやすいとは思いますがいざ揃えると
579
莫大な量になり、保管場所に苦労しそうです。
早急に揃える必要性は感じています。
備えは必要です。最低限必要なのは家具の転倒防止と水の備蓄ですね。食料は我慢できま
580
す。
581 備えは必要ですので再度考え直したい。
582 備えも大事ですが近所や友人との付き合いも大事と思ってます。
583 備えるにはどうしてもお金がかかるので、後回しにしてしまうものもある
備蓄するものに対する補助があると、浸透すると思う。お金や場所などがあるとよいと思
584
う。
備蓄は必要と思うけど、どこま準備したら良いのか、置いておくスペースもあまりないの
で、アドバイスが欲しい。
585 また、非常食は高いので、備蓄して期限が切れてしまうと、勿体ない。上手な利用方法を
知りたい。
集団購入などを斡旋して欲しい。
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備蓄も大切なことは3.11の際に電気が止まったこともあり、あれこれ対策を考えてはいる
が生活の現状にあったかたちで対策方法をスライドするすべを知らない。例えば当時中学
生だった子供たちが大学生や社会人など地元から離れてしまったときの対策方法を知るす
べがない。
例えば大学や職場など、住んでいる市と違う場所（我が家は埼玉県であるが）に移動して
いる場合での避難や移動等諸々のまとめ情報を県から発信して欲しいと思うのは甘えで
しょうか？
備蓄用のセット販売を 自治体主催で 市役所や公民館で 是非開催してください。受注注
文で 公民館や市役所窓口に取りに行く形が良いと思います。
必要だとはわかっていても、なかなか具体的な行動を起こせていない状態です。
必要な物がその時々に変わるのでアップデートをしていきたい。なるべく不要な物は捨て
て落下や転倒防止をしたいです。
必要最低限の備蓄用飲食料や防災グッズを行政で、各家庭に配布してほしいです。
必要性は感じているのに行動に移せていなくて、今回のアンケートに回答したことで、早
めに準備しなければなと思った
必要性は分かっているものの、食料、水の管理が難しく、なかなか上手に備蓄できない。
不十分のため不安感は多々あるが、仕方ないと感じている一面もある。
普段から部屋に物を置かないようにしています。自分の寝室には家具がほとんどありませ
ん。一応備えてはいますがこれから老いていく自分は何かあったら仕方がないと半分あき
らめのような気持ちもあります。自分の子供たちを含め若い方々は地震だけではなく有事
に対しての備えを日々意識していてほしいです。
普段は使わない缶詰や非常食を備蓄していましたが、結局使わず無駄にしてしまいまし
た。普段よく食べる賞味期限の長い食品をローリングストックするように変えています。
水も普段は水道水しか使わないので、ペットボトルの水はあまり保存しないようにしてい
ます。結局、賞味期限が過ぎてしまうからです。最低限のモノは用意していますが、大地
震が来た時は、その時に考えるしかないし、備蓄しておいても地震による家の倒壊、火災
にあったら活かされないし、今の生活の方が大切だと思うのです。
普段何を準備していいのかわからない。
講習会などを開いて、災害時の備蓄や電話の使い方など教えてもらいたい。
物の整理を日頃から実施して不要な物をできるだけ整理する。
便利な世の中になった一方で、高齢者が増えて行動力に不安があったり、近所付き合いが
希薄になって地域連携に不安があったりするので、自治体のサポートがほしい
保存食料の例などがあると解りやすい・用意しやすいのではないかと思います。
カップ麺はお湯がないとダメとか、缶詰も缶切りがないとダメとかの周辺情報も。
亡き母から関東大震災の恐怖、第2次世界大戦の恐怖、チリ地震の際の津波について聞き
ました。正月のお餅を寒風にさらして保存したり、お位牌を整理して、持ち運びやすいよ
うに過去帳に変えたり、今で考えられないアナログの時代でした。大切なものはデーター
化していつでも取り出せるようにしてスマホを利用したり、車には常に家族の着替えを常
備しています。履物も長靴を必ず入れています。
防災に関してだけ自治会へ参加したいがメニューが無い。妻が家具の転倒防止などを見栄
えが悪くて嫌がるので限られたところしかできない。
防災に必要な燃料-消耗品-飲用水-食品を備蓄しています。
防災の必要性は痛感しているが、面倒で準備を先送りしている。行政で強制的に指導、実
施していただきたい。防災グッズなども行政で配布、販売していただきたい。
防災マニュアルブックを見たことない。各戸配布しているのか、完成してホームページに
載せてお終わりか？
防災マニュアルを使った集会や講演会を、自治会や公民館で定期的に実施してほしい。
防災や減災ではなく、「備災」が大切である。
毎日の生活で手一杯。やらなければとは思うが、今はコロナ対策も加わって後回しになり
がち。家具を留めるなどの工夫はしてあるが、保存食まで気が回らない。県市町村が配給
の備えをしてくれたらと思う。このアンケートを機に家の中を見直そうとは思った。
毎年、８月最後の週末に、地域の自治会で、防災避難訓練がありましたが、今年度は無し
になってしまいました。消防車がきて、消防団のかたが放水をしてくれたり、みんなでバ
ケツリレーをしたり、持参のペットボトルに飲料水の供給もしてくれました。備蓄倉庫を
確認したり、毛布で担架を作って運んでみたり、AEDの使い方なども実際に声を出してや
りました。婦人会では、アルファ米を炊いて、終了後に参加者に持って帰って試食しても
らいました。毎年経験できる取り組みが異なり、いつも、ここに参加することで、防災を
意識していました。地域の方々とお話する機会もあって、安心することもできました。こ
のような状況下でも、こうした機会は何とか工夫して設けることはできないか、考え中で
す。
満足に対策はしていないのでこれから用意をします
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未だ震度5強ほどの地震しか体験したことがなく、5強でもものすごい揺れを感じました。
それ以上の震度の地震にあったときパニックにならず行動できるかは不安です。
備えも用意しようと考えたこともあるのですが、どうしても保管場所や期限切れを忘れて
たりとおろそかにしがちです。
密を避ける意味でも、避難所の箇所を増やしてほしい。
密集住宅地に住んでいますので、慌てて外に出ない。
無理なくできる限りの事を準備している。
明日来てもおかしくないけれども。
対策はしないよりしたいいほうがいいでしょう。
しかし部屋もせまく、食糧の備蓄はきびしい。
まず、地震がきたときには、この部屋では住めないと思う。
油断なく事前の準備が大切
有事の際は自分の身は自分で守るという個人への意識づけを自治体はすべきだと思う。
理論上では、必要性を感じますが、具体性を感じられない。
離れた場所に家を複数持っているので、移動することを考えている
隣の家の改築時、コンクリート基礎工事の時 打設工事の翌日 型枠ばらしと木材の組み
方が始まりました。コンクリート強度が出るまで 組み方はやらないのでは？家具だけの
耐震だけで いいのか不安でいっぱい。

