
1

国道以外の道路交通情報（通行の可否）
鉄道運行情報
バス路線運行情報
ライフライン情報

2 下記に例示されている内容は発信していただきたいと思います。

3
災害発生時における地域の被害の進捗状況を適宜情報発信する。適切に行動判断するための
参考にする。

4 河川の情報

5
道路情報
冠水場所や通行止めなとの情報

6 避難についての細部の情報
7 ゲリラ豪雨
8 河川の氾濫の予測
9 各地域ごとに、発信してほしい。

10 停電　断水　携帯電話の通信状態

11
いつもﾃﾚﾋﾞﾗｼﾞｵなどでニュースを最新状況を知るようにしているが、もっと詳細に地図など
でその付近の状況が知りたいと思う
各局が同じでなくその点公共放送局は信用出来ると感じる

12 台風情報
13 渋滞情報やどの道路が通れないのか？車はダメだけど徒歩なら大丈夫など、細かい情報
14 現状の被害状況
15 介助が必要は人に対して、避難方法や場所の詳細な情報の提供
16 避難所にあるアレルギー対応食の情報
17 震度情報・避難情報・避難所開設、閉鎖情報、混雑情報

18
鉄道の運休情報
停電に関する情報、ガスに関する情報

19 避難所の医療体制など。
20 避難所におけるコロナその他伝染性疾患への対応
21 テレビ　ラジオ
22 河川の被害情報

23
水道の被害に関する情報
停電にする情報

24 河川の増水状況

25
大雨洪水
竜巻
台風

26 道路通行止め、鉄道運休、ライフラインに関する情報

27
自分の住んでいる地域や親の住んでいる地域など登録したところのピンポイントの警報など
を教えてほしい

28 現在のところあると思いますが、知識不足のため、具体案が出てきません
29 浸水被害状況、ライフラインの状況
30 停電や都市ガスに関する情報
31 台風・洪水情報
32 詳細河川水位情報
33 食料品等の購入可能な店の情報。

34
電力のひっ迫状態。被害エリアの状況（災害発生後に復旧するまで通行をなるべく避けるた
め）。ガソリンスタンドの状況。
消防車の稼働率。

35 洪水

36
川の状況、どの箇所で危険水域で即時リアルタイムでテレビで報道してほしい、映像であれ
ば繰り返し放送されれば録画もできて場所確認もできます。

37 気象情報（気象注意報・警報）・洪水予報です。
38 交通規制
39 大地震後のガス漏れ、火災発生情報

質問２（質問１で「ある」と回答した方にお伺いします。）
具体的には、どのような情報を発信してほしいですか。（自由記述）
※数は問いません、できるだけ簡潔にご記入ください。

第206回簡易アンケート自由記述（578件）



40
 タイムリーな道路の状況を知りたいです。冠水している、混雑している、通行止め、など
のほか、通らない方が良い道や迂回路などを詳しく細かく教えて欲しいです。停電、ガス、
水道、下水などの情報もすぐ発信して欲しいです。

41 停電に関する情報
42 避難所開設、停電、断水　情報（復旧）
43 ペットの避難情報
44 自宅から非難所までの経路上の危険度
45 指定避難所はすぐに満杯になるので、コミュニティで作られた臨時避難所の情報も知りたい

46
・洪水をした歴史がある川、地域の情報が検索できる（旅行の時や土地を買うときに参考）
・土砂災害を起こした地域の情報が検索できる

47 停電、水道の被害　に関する情報
48 例えば大雨のレーダー画像
49 災害時の県内全域の避難所

50
1、避難所などでの支援内容(水や物資配布、トイレの有無や数など)
2、電気、水道、ガスの状況

51 暴走事故、テロ的な殺人未遂含む
52 避難場所の詳しい情報を希望する
53 避難所までの経路情報。
54 復旧の見込み
55 停電の情報、情報通信の情報。
56 台風がどの方向に進んでいるのか細かい情報が知りたい。

57
　１．洪水予報　　利根川の水位
　２．震度情報

58 増水時、川の水位
59 ライフラインの状況
60 支援物資、停電復帰、水道開通、家財搬出場所などの情報。
61 避難所情報
62 雨量、浸水情報
63 地震、停電
64 気象情報（気象注意報・警報）
65 ・通話による問い合わせ窓口の開設
66 荒川の洪水情報
67 交通：運輸の情報

68
洪水予報
震度情報

69 火災情報など
70 今聞かれても判らない、どのような情報が必要か行政側が確認・想定して発信すべきであ
71 用水路の氾濫情報　道路の通行止め情報

72
河川だけでなく、水路ごとの危険情報がほしい。住民にとって、最も身近なのは水路が大丈
夫なのかどうかだ。

73 道路の冠水状況

74
道路の被害や規制状況、鉄道の運行状況、河川の被害状況、インフラ被害状況及び復旧見込
み状況、

75 ペットがいる家庭（我が家は犬です）向けの情報

76

気象情報（気象注意報・警報） 
・洪水予報 
・土砂災害警戒情報 
・震度情報 
・避難情報

77 交通網の状況(道路、公共交通機関)の一元的な情報提供
78 災害時の近々の情報と具体的な対策（避難対策など）

79
通行止め情報 
災害の影響による渋滞情報

80 地域の交通情報、周辺の公共交通機関の情報
81 細かい地域単位での対応
82 どうしたらよいのか。どこに行けばよいのかを知りたい
83 断水情報、停電情報
84 大雨、豪雨の時の川、堤防の水位に関する情報。水道、停電、ガスに関する情報。
85 交通情報、河川情報



86 避難所の位置

87
1級河川の近くの住宅地に居住しているので河川に関する情報 
・河川の水位 
・非難する場合の避難可能な道路の状況

88 道路情報、鉄道情報。

89
河川の水量、水位
停電状況、復旧状況

90 河川の氾濫

91
自分の住んでいるところの現状を知りたい 
スマホ、パソコンがない人のための伝達方法を確立してほしい

92 事故や災害時の交通機関や道路の状況。外に出ている家族が帰ってこれるか知りたい。
93 道路の情報、河川の情報、ガス、水道、電気の情報など
94 道路の冠水情報、線状降水帯情報

95
上記に記載してあるものできるだけ全て。理由は、災害時の防災連絡は、雨・風・エコ～の
きき過ぎ等々で、ほぼ聞こえません。そのためやはり声よりも文字での連絡が一番正確・適
格・端的・効果的でございますね。

96
地点ごとの洪水到達時間 
インフラの停止・再開時間 
被災者への援助情報

97 道路の交通規制
98 交通の状況(駅の入場規制や道路混雑の状況)とのリンク

99
荒川や利根川などの河川の水位情報をもっと良い画像でリアルタイムで確認できるようにし
てほしい。

100 断水している地域、給水場所及び時間
101 停電に関する情報

102
地域住民からの状況も受けたものを、リアルタイムに流してほしい。ある意味、県の情報よ
りも地域住民にとっては正確な情報となる

103
避難所について 
ペットも一緒にいられるのか。 
認知症の人もいられるのか。

104 けがなどの入院受け入れ情報

105
水道・電気の被害状況 
道路の道路の規制情報

106

・水や食料の配布等の情報（災害時避難所に行かずに自宅内避難（洪水時に二階に避難な
ど）している際） 
・停電情報 
・ガスの情報 
・上下水道の情報 
・営業している店舗の情報

107 障害者の支援に関する情報

108
大きな河川のないところにゲリラ豪雨線上降水帯洪水予報にともなう冠水場所や斜面のない
平らなところへの土砂災害。断水停電ガス不通の復旧目標日時と予想時間のいち早い公開と
やくしょと生活者の段差無き共有。

109
避難所運営の情報 
現在地周辺の状況など

110 気象情報・震度情報・避難情報・避難所開設＆閉鎖情報・避難所の混雑情報
111 交通情報、交通情報
112 水害情報　　台風情報
113 雨　地震　電気　情報欲しい
114 現在の様子
115 高齢者は早めに避難しなくてはいけない。早真央情報をお願いしたい。
116 河川の状況
117 気象情報（警報）、洪水警報、震度情報、避難情報、避難所開設情報、避難所の混雑状況、

118
・避難所開設、閉鎖情報 
・避難所の混雑状況

119 芝川氾濫情報

120
道路の通行止めなど規制や道路の被害情報、鉄道の運休情報、河川の被害情報、土砂災害に
関する情報、水道の被害に関する情報、停電に関する情報

121 停電情報、被害情報と復旧情報



122
原発
ミサイル

123
避難路等に関する情報があったほうがいいと思います。 
川の氾濫等がひどくて橋を渡れなくれ避難場所に行けないと大変危険だと思います。

124 河川被害

125
公共交通機関では独自に情報を発信していますが、埼玉県内に関係するものを 
リンクして一か所から（埼玉防災ｘｘｘ）見られたらよい。

126 災害場所近辺の交通情報

127
道路や交通機関の運行情報、通信状態の情報、電気や水道や食料確保や生活物資の供給情
報、復旧の最新情報、被害情報や火災発生情報、トイレ設置情報、被災証明発行手続きに関

128 洪水予報、状況

129
雨や台風の避難情報 
各種警報

130 荒川の現状を知りたい（増水状況など）。
131 ・各種被害の復旧予定情報
132 地震情報と同じく、災害情報を携帯へ緊急情報として発信してほしい。

133

道路の通行止め 
鉄道の運休情報 
河川の被害情報 
土砂災害に関する情報 
水道の被害に関する情報 
停電に関する情報

134 道路状況　道路交通状況
135 道路の通行止め、公共交通機関の運行情報
136 交通情報
137 停電の情報、浸水情報

138
・突風、ひょう情報
・インフラの状況
・停電の情報

139

水や食料の配布場所 
井戸水のある場所 
トイレが使える場所 
高層の避難場所 
(スーパーの駐車場や会社等々) 
情報の例にでているものすべて

140 交通機関の運行状況
141 避難所までの安全な経路の検索ができるようになるとよい。

142
道路の通行止めなど規制や道路の被害情報 
河川の被害情報 
停電に関する情報

143 現在の避難者数と場所ごと
144 今は大雨洪水警報が早くほしい
145 ゲリラ豪雨の発生地域、河川の災害警報

146
電気、ガス、携帯電話などの状況 
バス、鉄道など公共交通機関の運行状況

147 災害情報や避難情報
148 主要河川や国道のライブ映像
149 雨雲レーダーの予想、
150 河川の氾濫状況、鉄道の運転状況
151 避難場所
152 ﾊﾞｽや鉄道の運行情報

153
コロナ等疫病の感染状況 
通信インフラの被害状況

154
災害時の電気、都市ガス、上下水道の状況 
小売企業と協力した災害時の商品の販売店、販売状況

155

交通情報（電鉄・道路・船舶・航空） 
フリーの携帯充電スポット 
フリーの給水所 
医療機関受け入れ可否



156 NHK、テレ玉などの公共放送
157 鉄道・道路等の交通情報
158 河川反乱情報、冠水道路の情報
159 市内各地のカメラからの映像（出先などから自宅方面の状況が見られればと思います）
160 災害時の交通情報

161
河川の被害情報 
被害予測

162 ライフラインの状況
163 道路の状況。鉄道の状況。ライフラインの状況。
164 連絡手段・方法の案内
165 災害の予測や現状などの災害情報

166
自然災害に加えて　交通事故などによる道路規制や通行止め情報を 
停電、ガス、水道などのインフラに関する情報を発信してほしい。

167 （可能なら）冠水により通行止めになっている等の交通情報。
168 線所降水帯の情報をリアルタイムでこまかっく
169 交通状況。特に道路。
170 洪水や土砂災害のときに通行不能となった道路、鉄道情報
171 全て
172 高速道路の渋滞情報
173 避難警戒レベル
174 交通機関情報
175 気象情報　　震度情報
176 河川の状況（元荒川）

177
地震や全ての災害時にライフラインがどうなっているか？
地域により異なる道路状況を知りたいです。

178
◎停電に関する被害情報、◎道路の被害、混雑、通行止め情報、◎水道飲料水、給水所に関
する情報、

179
各市町村の、防災システムへの緊急連絡網の整備。特に異常気象による線状降水帯への情報
及び地震災害時の緊急なる対策と、保全。

180
毎回同じ基準で発信して欲しい、レベルは10段階。同じ基準なら学習できてもう限界だぁ
とか、今回は早目に逃げないとあの道路が冠水するとか分かるようになるから

181 地域の現時点での避難場所
182 道路の状況(冠水など)
183 地域のインフラ情報

184

洪水予報
現在、狭山市入間川の近くに住んでいます。
大雨洪水のニュースは他人ごとではありません。
震度情報
高齢者です、情報を欲しいです。

185 安否情報

186

避難場所の設備情報、設定情報。
　地域別か。子供たちと一緒か。
年齢層の近い人たちであるか。
体調別か。
家を出る時にする事、持ち物について。

187
避難所にある物資の情報 
断水、停電、ガスの情報

188 危険河川の名称と箇所

189

避難経路について 
東北大震災ではTVで鉄道のxx線が動き出したと報道があっても、実際に行くとほぼ止まっ
ていた。さらに上野駅は大連絡橋が一杯になるほどの人で、ダイヤが正常でもしばらく乗れ
ないほどだった。 
駅の混雑状況も含めて、実際に乗るまでの情報がほしい。

190 災害級の大雨が今後どのくらいの時間続くのか知りたい方のために必要な情報。
191 停電に関する情報　鉄道運休情報　道路の通行止情報や道路被害情報

192
道路の被害情報 
停電に関する情報

193 それぞれの地域の避難場所も一緒に発信してほしい。



194
天気予報 
雨だと現場休みになる

195 河川氾濫、家屋被害状況地域
196 火山の噴火状況（富士山　等）（火山灰・噴火）
197 道路網の規制状況・鉄道の運行状況・電気の供給状況　など

198
詐欺や窃盗、強盗などの身近な危険人物に関する情報がいち早くほしい。時折市役所の街頭
スピーカーを介した放送が流されているが、我が家に宅内では聞き取ることも困難である。

199

交通情報。特に、水が溜まって通れないところとか、危険なところ、これから通行止めにな
るところなど。高崎線沿線に住んでいるのですが。すぐに止まる路線なので、こまめに運行
情報も知りたいです。それぞれの交通機関に問い合わせれば済むことなのでしょうが、災害
時は一括で管理してほしいです。災害時に停電でTVが見られない、携帯などが使えないこ
とも考えられるので、災害時に受信できるラジオの情報はどこで聞けるのか、あらかじめ具
体的に知らせておいてほしいです。

200 道路の通行止めなど規制や道路の被害情報、特にアンダーパスの冠水状況など
201 公共交通の運休や道路冠水などが考えられるので、災害時交通情報があるといいです
202 荒川の状況
203 水・食料・子供用の衣類・生理用品・子供だけで最優先・障碍者優先・医療へのご協力お願
204 公共交通機関の情報、ライフラインの情報
205 水害の時の対処の仕方

206

１．洪水予報と被害情報も伝えてください。→避難行動開始の判断としたい。 
２．自治体の災害対策本部からの発信情報を伝えてください。 
３．避難所に避難した後の住居の防犯被害情報と警察等の行動 
４．地域自主防災会の活動情報

207 避難所の開設状況と混雑状況
208 河川の水位状況、道路冠水情報
209 洪水予報
210 雨、風、台風情報、どの地区に発生すること
211 河川水位情報
212 洪水予報
213 地域事の詳しい災害情報
214 雨雲情報　雷雲情報
215 避難所の情報
216 道路の冠水情報

217
安全な場所 
道路情報

218 避難経路。

219
・避難所開設、閉鎖情報 
・道路の通行止めなど規制や道路の被害情報 
・停電に関する情報

220 洪水予報
221 避難場所
222 若い方はスマホのみの情報が多いから。

223
・道路混雑状況
・アクセス状況
・ライフライン状況

224 道路の通行状況、避難所の混雑状況等
225 避難所の医療体制と病人や障碍者への対応簡易設備有無
226 不通の道路
227 令和元年の10月洪水が起きそうだったので見ました。

228
道路の通行止めなど規制や道路の被害情報、鉄道の運休情報、水道の被害に関する情報、停
電に関する情報、ガスに関する情報

229
道路の通行止の規制や道路の被害情報。 
水道、電気、ガス等インフラに関する情報

230 障害者の受け入れ可能な避難場所 優先度 （医療） 情報を本人 家族は、欲しています。
231 電車の運行情報
232 大雨、洪水、避難指示



233

計画的な通行止め
偶発的な大規模渋滞情報
迂回情報
国道交通事故渋滞情報
県内停電・断水情報

234 避難情報
235 避難所で提供される食事の内容です。
236 河川の氾濫情報

237

警報区域に自分の住んでいる場所が対象地域化か否か一発でわかる情報又はシステムが欲し
い。
テレビ等で全県に警報がだされたように思いあわてたが、パソコンやスマートホンで散々手
間取ったが、自宅は含まれておらず、川沿いや急傾斜地の団地等だけであった。

238 水道の被害に関する情報、停電に関する情報、ガスに関する情報、下水の被害に関する情報
239 避難場所が本当に空いてるか。
240 避難情報など
241 気象情報、河川の洪水情報
242 病院の受入れ状況

243
避難指示場所の詳細な情報が欲しいです 
範囲が広すぎて一番どこが危ないのかわかりません

244
・障害者、外国人、薬が必要な方など、特殊な避難者に対応した避難所の情報。
・被災地の犯罪などの、治安状況。

245 時間がどれくらいで雨や土砂崩れが発生するかをしりたいです。

246
避難所に設置されるトイレ設備(男女別機能、設置されているとしたらどのような機能のも
のか)の機能について、できるだけ詳細な説明が必要では無いか？

247 避難情報、洪水情報、気象情報
248 避難所開設、閉鎖情報

249
河川情報 
停電、水道、ガス情報

250 道路の冠水、被害状況
251 河川の情報。特に農業用水

252
避難所の場所と状況 
無料配布物（食料など）の内容やもらえる場所

253 自治体で実施している支援情報（給付金、税控除、証明書の発行等）
254 防災情報全般
255 停電情報
256 災害が発生する恐れがある場合に情報発信してほしい
257 河川の被害情報、鉄道の運休情報、停電に関する情報、市町村の被害状況を発信してほし

258

放射線の状態
空襲（ミサイル）の飛来
PM２.5の警報
黄砂の警報

259 河川氾濫情報
260 避難経路図

261
クルマが通行可能な道路。
病院の回線がパンクして繋がらないと思われるのでそのような場合の対処方法。

262 気象情報、震度情報
263 交通事故などの渋滞情報

264
停電発生地域や解決見通しなどの情報。
鉄道の運休や高速道路の封鎖等の情報

265 停電の復旧状況、水道の復旧状況、ガスなども
266 道路の通行止めなど規制や道路の被害情報、河川の被害情報
267 気象（大雨、気温）、河川氾濫可能性

268
内水氾濫(雨量が下水道などの排水能力を超え、浸水被害が発生）と外水氾濫(堤防が決壊す
るなどで川の水があふれ出し、浸水被害が発生)の情報。

269
・津波情報。埼玉県は海はないものの、大小様々河川が多く、逆流してくるので、その情報
があればよいと思う。
・富士山や近郊の火山情報。

270 できるだけ地区別っ情報、



271
生活情報
・特に食品類；需給の入荷・生産不作等で物価上昇になった時、今この様な方法・手当を
　して、　物価上昇を抑えることで取り組んでいる・・・・・・

272 道路の通行止め、鉄道の運休情報、停電情報、その他県が把握している緊急性がある情報。
273 ウェザーニュースのようなユーザーの情報を収集してリアルな情報を発信してほしい

274
浸水状態の道路情報 
家屋の浸水情報

275 交通事故等に伴う電車の情報、道路の情報

276
狭い範囲内の情報 
例えば東川口駅付近、戸塚町付近

277 情報のリアルタイム情報提供をお願いしたいです。

278
・交通情報（鉄道・道路などの運行・通行状況） 
・ライフライン関連状況

279
断水時の給水場所
個人敷地内のインフラ復旧工事（例えば水道管破裂）の地元引き受け可能な工事会社

280 災害避難者に支援策の早期の広報連絡
281 河川の氾濫や地域の冠水情報
282 河川の被害情報
283 市区町村との情報連携による具体的な情報

284
県内のピンポイントの情報を提供してほしい。テレビやラジオでは大きな範囲の情報になる
ため。例えば、利根川の氾濫と言われてもどの部分どの地域どこを避けるのかなどがわかり
ません。ピンポイントの情報提供、具体的な名前、場所の情報がほしいのです。

285
道路の混雑状況 
河川の氾濫予測

286
発生している災害に対して、過去の同様の発生事例や被害状況など、を比較して現在の状況
はどのような状態にあるかなどを示して、注意喚起や対策を考える材料を提供してほしい。

287 メール等で 携帯にします

288
利用したことがないので良く分かりませんが　住所番号を入力すればあなたはこのような対
処が良いとピックアップされるシステムが欲しい

289 鉄道運行情報、道路交通情報、電力・水道・電話などライフライン被害復旧情報
290 避難所がいっぱいの時の避難可能な場所の提示。道路の通行止めなど規制や道路の被害情
291 避難所の備蓄状況
292 避難場所開設閉鎖情報
293 災害発生後の、復旧状況や、インフラの整備状況（例えば水をどこで調達できるのか、な
294 学校の休校情報
295 冠水道路

296
・避難所の電波状況など、通信ができる状態か否かを確認できると良い。 
・Twitterやウェザーニュースなどのように、画像や動画で現地の情報を確認できるプラッ
トフォームがあると良い。

297 避難勧告

298
台風情報 
大雨警報 
竜巻注意報

299 道路の冠水　渋滞、通行止めの情報
300 道路の通行止め、避難所の開設状況

301

気象情報による災害レベル 
鉄道の運休、停電に関する情報 
など 
仕事先から移動できるのか、子供が大丈夫なのかを出先で知りたい

302 スマートフォンアプリ
303 荒川水系及び利根川水系上流域に設置されているダムの放流情報

304

洪水 
交通情報 
避難所情報 
地元コミュニティFMからの密着情報

305 給水所や炊き出し情報
306 災害情報



307

交通機関の情報
道路の状況
ガス，水道，電気などの情報
以上は複数のサイトを確認しなくてはいけないので県から発信してほしい（市町村でもよい

308
電波、携帯等利用状況情報道路の通行止めなど規制や道路の被害情報、鉄道の運休情報、河
川の被害情報、土砂災害に関する情報、水道の被害に関する情報、停電に関する情報、ガス
に関する情報、下水の被害に関する情報など

309 その地域の降水量と危険度
310 インフラの情報
311 突風、竜巻、ひょう。
312 洪水の情報
313 河川の増水情報

314
道路の規制や被害情報、鉄道の運休情報、河川の被害情報、土砂災害に関する情報、水道の
被害に関する情報、停電に関する情報、ガスに関する情報、下水の被害に関する情報

315 具体的な地名、住所や、川の名称を具体的に指定してほしい。

316
内水氾濫情報 
交通情報 
停電情報、予定も含む

317 水害発生している地区、またリスクがある地区のリアルタイムマップ
318 停電などのインフラ設備の被害状況など

319
内水氾濫の危険性。 
居住地域の同町の一部が内水で水浸しになる事がありますが、内水ハザードマップもありま

320 交通情報
321 道路かん水情報、
322 停電、ガスに関する情報

323
LINEで洪水予報、土砂災害警戒情報、ホームページやＳＮＳ、スマートフォンアプリ、
メールなどで道路の通行止めなど規制や道路の被害情報、避難所開設、閉鎖情報、避難所の
混雑状況を発信して頂きたいです。

324
洪水予報 
避難所開設情報

325

停電情報　復旧までの見通し
道路に関する情報（信号の停電、冠水レベル、混雑、通行レベルなど）
生活パイプライン　復旧までの見通しの情報（更新は１時間おき）
鉄道に関係する情報（復旧までの見通し）

326
水害時、低い土地にある避難所は、当初は良くても時間の経過とともに冠水して、大変な思
いをして避難所に行っても入れないというケースがありますので、この手の情報もあると良
いと思います。

327 交通規制の情報
328 自宅近くの河川の状況をリアルタイムで知りたい
329 今の災害の状況
330 洪水情報や、電車の運行状況です。
331 避難所開設　混雑情報
332 具体的には思いつかない
333 ガス漏れ、停電などの注意

334
下記の「情報例イメージ」
被害情報です

335 どの川が決壊しそうかなど
336 各地域と各市町村毎の災害情報が集約されたページ

337
大雨時の河川の様子をライブ映像で（出来ればスマートフォンなどの携帯端末でも容易に閲
覧可能な状態で）配信して欲しい。

338 避難所開設、閉鎖情報、水道・下水道復旧状況
339 避難経路の渋滞情報　避難の予鈴(何時間後に避難開始等）
340 道路の通行止め状況

341

・道路の冠水状況 
・道路の破損状況(地震時) 
・河川の水位の推移(5分ごと) 
・河川の決壊予想地点と、浸水エリアの予想 
・公共交通機関の稼働状況(バス、電車)



342
車でも通行不可な道路被害（通行止め）情報。
冠水道路情報。

343
鉄道の運行情報、土砂災害に関する情報、河川の被害情報、家屋倒壊、停電に関する情報、
避難情報

344
停電に関する情報 
公共交通機関の情報

345 大雨をもたらす可能性のある雨雲の移動予測
346 水や食料などの物資の取得情報。
347 まさに情報の例にある通り
348 福祉避難所

349
〇個別の河川情報 
〇停電情報、ガス、水道に関する情報

350
洪水情報として、荒川の寄居、熊谷、鴻巣、浦和、戸田のライブ映像が欲しい。今まで荒川
は堤防があり大丈夫と思っていたが、切れるならどこが、逃げるべきか判断したい。

351 危険の度合いと今後の予想
352 命に関わるので、災害に関する情報を全て発信してほしいと思います。
353 停電の情報（停電地域や復旧予定）
354 埼玉県には河川が多いので、河川に隣接している都道府県の上記の情報を発信してほしい。
355 避難所の混雑状況など。
356 河川や水道の被害、停電、ガスの情報など。
357 河川の水位、道路、河川の映像

358
停電 
近所の避難所案内

359
災害時にとるべき適切な行動 
避難所に行く際に必要な手荷物

360 災害時の病院情報
361 ダムの貯水量・放水情報

362

避難所への案内図 
避難所ごとのペット受入れ可否 
避難所建物の階数 
男女別の避難が出来るか 
避難所に用意していない物品

363
ペットを連れて避難できる避難所、避難所での対応。 
また、連れて行ける犬種や大きさの情報。 
避難所での緊急物資の対応。

364
避難時の持ち物 
どの情報も早め、早めに流してほしい。 
スマホなど持たない高齢者など社会的弱者への配慮もほしい。

365 水害関係を詳しくお願いいたします。
366 通行止めや土砂崩れについての情報
367 停電や水道などライフラインの情報
368 河川の被害情報、災害時の道路状況があると助かる
369 安否情報。緊急地震情報。事故情報。鉄道のダイヤ情報。
370 停電など

371
ライフラインの情報。
停電、断水、ガスや下水道が使えない等、
その復旧情報。

372 避難場所
373 時の経過を予測した内容。
374 公共交通機関の情報
375 放射能に関する情報、公共インフラの復旧等に関する情報
376 主要キャリアの統括電波状況情報
377 通行止め、河川の水位など
378 スマホのラインなどを通じて発信してほしい

379

給水情報
トイレ情報
お風呂情報
配給情報

380 火山灰が降ってきた情報



381
避難時に、各自持っていくべきものや不足しているものなどあらかじめわかる範囲で指示が
あると助かります。できるだけ細かい範囲での気象やライフラインの復旧などの情報が適時
に確認できると助かります。

382 公共交通機関の状況。
383 給水情報　物資（食料・日常用品など）配給情報

384
河川氾濫の状況 
など

385 避難情報、こうずいよほう

386
災害時の具体的な退避方法について 
豪雨時に推奨すべき対応

387
リアルタイムの道路の冠水場所の情報。 
停電の情報。

388 ペットを連れて行ける避難所

389
緊急速報メールで住まいの危険を配信して逃げる場所を伝えて欲しい。 
この地区は、この道路を歩いて避難誘導するイメージです。

390
道路の通行止めなど規制や道路の被害情報、鉄道の運休情報、河川の被害情報、土砂災害に
関する情報、水道の被害に関する情報、停電に関する情報、ガスに関する情報、下水の被害
に関する情報など

391
道路の通行止めなど規制や道路の被害情報、河川の被害情報、土砂災害に関する情報、水道
の被害に関する情報、停電に関する情報、ガスに関する情報、下水の被害に関する情報

392
障害者や小さい子供への理解を促してほしい。小さい子供は不安になると泣いたり、精神障
害などがあると避難先でうろうろしてしまったりまわりの方を不安にさせトラブルになるの
ではないかと不安で避難できない。

393 道路事情、混雑状況
394 コロナ患者発生数をリアルタイムで知りたい。
395 埼玉県のメールマガジンから
396 鉄道の運行状況、避難場所の混雑具合について。

397
線状降水帯発生可能性。
荒川、利根川、他一級河川の氾濫可能性。

398
給水車の場所と時間 
銭湯や臨時風呂開設の情報 
各種病院の診療内容と時間

399 逃げるタイミング

400
川や用水路の決壊してる場所。 
膝下、膝上浸水している場所の地図。など。

401
居住地区とその隣接地区の状況がわかるように、河川の情報や洪水情報等災害情報を発信し
てほしい。例えば市区町村全体として警戒情報が出ても、情報の区割りが大きすぎ、危機感
を抱くことができない。

402 ペット同伴可能な避難所の案内。
403 実際どこに行ったほうが良いかの案内
404 危険性のあるところをもう少し細かく表示してほしい

405
災害時の道路の通行止めなど規制や道路の被害情報(通行止め･不可)
防災ヘリの出動状況 (傷病者の救急搬送･山岳救助 ･･･ 訓練は不要)

406 ・万一、避難対象になったときに避難場所の情報は欲しい。

407
救援物資情報やボランティア情報。 
困っている人がどこで救援物資を受け取れるか、手伝いしてくれる人はいるかということや
逆に支援したい人はどこに連絡して支援できるかという両者をつなぐ情報。

408

・避難情報 
　在宅避難を判断する基準が欲しい。洪水の場合、３階以上への避難とか具体的に在宅が無
理と判断できる情報。在宅避難を基本に考えるので、在宅避難を諦める情報が欲しい。 
・気象情報 
　気象庁と重複するので必要性を感じない。 
・避難所混雑情報 
　未だ接した事はないが、代替避難所を知らせてくれるのなら有益。

409 雨雲レーダー
410 断水時の給水所情報

411
洪水予報をもっと詳しく 
河川の名前だけでなく、詳しい場所を発表して欲しい。また、通行できない道路の情報が遅



412
道路情報（道路の通行止めなど規制や道路の被害情報） 
インフラ設備情報（電気・通信・水道・ガス等の被害情報）

413
ハザードマップの水没地域に住んでいるので、しかも、避難所までは川を渡らないと移動で
きないので、洪水が予測される場合の、河川の水位状況と、避難所周辺の道路状況が早急に

414 河川のライブカメラ

415
居住地域の災害情報・災害可能性情報。避難情報が必要です。 
また、災害発生時に救援情報が必要となります。

416 地震 停電

417

ライフライン情報
河川情報
道路情報
避難所受け入れ体制(障害者、高齢者認知症、ペットなど)

418
ハザードマップ
水害、土砂災害の原因や地形を示した概要等勉強できるサイト
過去の自然災害史

419
河川の水位
林道を含む道路の通行止め情報
断水、停電に関する情報

420
SNSをよく利用するので大雨予報などの事前情報や対策情報などをツイッターなどで発信し
てほしい

421 電気、ガス、水道の供給状況。
422 道路の灌水状況

423
被害の状況 
避難場所

424

・避難所開設情報
・避難所の混雑状況
・避難所で水が出るかどうか。(水を持ち込まないといけないから)
・トイレの数。(年寄りと避難する時に必要)
・コンセントの数。(携帯の充電ができないなら、手動式又は太陽光バッテリーを持ち込ま
ないといけないから。)
・お湯が手に入るかどうか。(年寄りと避難した時にカップスープやカップ麺持っていって
も食べられないと困るから欲しい情報です。なければキャンプ用のガスコンロ持っていくか
ら、使える場所を教えてほしい。)

425
持っていっていったほうが良いものや、家を出る前にしておくこと、ペットと避難する方
法、駐車場の有無、障害者対応可能かどうか(看護師等がいる避難所があるなら知りたい)

426 冠水により通行できない道路状況
427 バスの運休・打ち切り状況、駅から徒歩での帰宅ルートの通行止め状況
428 通行止めや停電情報
429 避難所には何を持っていくのか、用意されているものはあるのか、具体的に知りたいです。
430 道路の交通規制

431
〇〇の道路が水没等で通行できない情報 
食料や水の配布に関する情報

432 河川の水位

433
水が溢れている道路、鉄道の運休や遅れに対して再開の見込み時間、数時間前に豪雨の予報
と雨が続くおおよその時間

434 ペットと行ける避難場所情報
435 道路の通行止めなど規制や道路の被害情報、鉄道の運休情報
436 地域ごとの情報伝達だけやリアルの避難も含めた訓練が必要だと思います。

437
居住地域だけでなく、県の地域別、全県などの情報（降水量、河川水位、インフラの状況な
どなど）の詳しい情報を発信してもらいたい

438 公共交通機関の運行情報、道路通行止めの情報

439

・電車の運行状況や道路などの閉鎖などの情報
・停電などインフラに関する情報
・参考にすべきサイトのリンク
・ラジオやテレビでの情報収集案内　XX時からNACK5で情報をお届けしますなど

440 冠水情報、火災情報、通行止め情報



441

避難所でペットの受け入れをしているか
駐車場は十分にあるか
支援物資として用意があるものないもの
冬場であれば毛布が足りないから持参して欲しいなど

442
避難所の受け入れ状況のリアルタイム 
避難所ごとの混雑状況

443 道路の通行止めや工事、避難

444
道路の通行止めなど規制や道路の被害情報、鉄道の運休情報、河川の被害情報、土砂災害に
関する情報、水道の被害に関する情報

445 停電、断水、下水排水不良、停ガス

446

・気象情報（気象注意報・警報）
・洪水予報
・土砂災害警戒情報
・震度情報
・避難情報
・避難所開設、閉鎖情報
・避難所の混雑状況
全て情報です。
また、障害を持たれた方、外国人の方への情報も発信して欲しいです。

447 交通状況
448 すべての災害や異常気象観測した時、予測できた時
449 給水 食料配布など
450 乳児連れ、ペット連れ、医療ケアあり、車いす利用、感覚過敏などの事情のある人の対応の

451
電力消費量情報 
暑さ指数の情報

452
・河川氾濫情報
・水道、ガス被害情報
・停電情報

453 川の氾濫情報
454 震度情報
455 河川のライブカメラ

456
冠水状況。 
生活圏内のどこのアンダーパスが冠水しそうだ。とか冠水しているから迂回しろ。と言った

457 道路
458 道路・鉄道などの規制、被害、運休情報。断水・ガス・停電などの情報。火災発生に関する
459 ライフライン（水道、電気、ガス）の被害状況や復旧情報

460
河川氾濫発生情報(映像付) 
個人投稿や消防団員等の映像でも良い

461 道路状況
462 道路の混雑状況、食料品などの在庫情報

463
道路の通行止め 
河川の増水 
停電の情報

464
停電発生状況 
配水車のルートやスケジュールの公表、もしくは給水可能な場所と利用可能時間

465

支援物資の情報（どこに何がある、または不足しているなど）
交通情報（道路の利用の可否、混雑に関する情報）
県や国からの支援が現状どう行われていて、今後どうするつもりか、などの情報。
困った時などの相談窓口やその対応

466 交通情報。家族などを迎えに行く際に欲しい情報だから。

467

緊急時トイレ設置場所の情報 
非常食配布設置場所の情報 
無料ブルーシート配布場所情報 
臨時ガソリンスタンド情報 
生理用品、オムツ情報

468 道路や鉄道の情報
469 公共交通機関(特に電車)の運行状況や、道路の込み具合



470
ワンルックで解るように・・・
・県内を走行している主要鉄道情報
・主要高速道路の情報

471
河川水位情報（ビジュアル化したもの）、河川の水位を確認できるリアルタイム画像情報、
下水の内水氾濫情報

472 気象情報、河川の洪水など
473 通行止めや規制情報、携帯の電波情報
474 物資（水や食料）、トイレや衣類など衣食住に関わる提供情報、交通規制をgooglemap上

475
災害時の通行止め、ライフラインの停止時と解除、大きな河川の被害。 
避難時にペットを連れて良い場所も希望者には伝えて欲しい。

476
道路の通行状況 
停電やガスの状態

477 道路の通行の可否や問題箇所など
478 水道の被害に関する情報、停電に関する情報、ガスに関する情報
479 水道ガス電気通信などのライフラインの情報

480
道路の通行止めの場所や復旧完了の案内
上下水道の使用ができるかどうか。

481 ライフラインに関する情報
482 道路の通行止めなど規制、道路の被害情報、鉄道の運休情報、停電に関する情報

483
・停電した時の地域範囲と、回復見込み
・電話回線（固定、携帯両方）の不通範囲と、回復見込み

484 電車の遅延、運休情報と併せて振替輸送の詳細など
485 鉄道や道路の状況、電気ガス水道の状況
486 道路通行止め情報

487
エリアごとの被害状況、ボランティアの受け入れ状況、ライフライン、交通、不足物資のリ
ストと受け入れ先（受け入れ先については災害自治体と支援自治体の連携を希望、地元自治
体ですべての情報と手続きなどが取れる事。）

488 停電に関する情報
489 避難指示

490

・給水車情報（いつ、どこで、何時から給水できるのか）
・食糧品提供情報（自宅に保存している、災害時用の食糧等がなくなった場合、もし提供し
ていただける仕組みがあるなら知りたい）
・鉄道の運休情報

491 災害警報、予報、避難などの行動の推奨
492 洪水情報

493
・事前の通達
・避難指示
・スマートフォンで受け取れる情報

494
道路の規制、冠水・被害情報。鉄道やバスの運行情報。停電情報などを総合的に含めた情報
発信をお願いします。

495
河川水位の上昇予想(消防団待機以上の危険の可能性) 
避難が必要な地域と、その地域が該当する避難先(企業協力も含む)

496 避難所の住所

497
防災無線での呼びかけがあるが、正直まったく何を言っているのかわからないのでなんとか
してほしい。

498 通行止めや被害状況、ライフラインに関する情報
499 インフラ関係の状況。
500 道路の冠水予測
501 大規模災害時、止まるか、帰宅するかの選択が見られる仕様
502 災害状況。避難所やサポート情報等
503 ケータイ、通信不可情報、復旧情報
504 感染症対策。

505
鉄道に関する情報 
道路に関する情報

506 洪水情報
507 鉄道情報

508
具体的にすぐ思い浮かばないが、ライフラインや医療へのアクセスに関する情報など山ほど
あるはず。市区町村自治体とのカバー範囲棲み分けも不明な県民は多いはず。災害時だけで
なく普段から整理された情報が必要。



509
各災害時のよくあるトラブルとその解決法について。 
避難所のペット同伴可否について。

510 避難所での障がい者のトイレがあるかないかの情報
511 スマートフオンの更新渋滞情報
512 洪水予報、避難情報、交通機関の運行、冠水情報
513 利根川の 現在の 状況 氾濫 見込み 状況

514
災害時の県が行う施策がリアルタイムで分かるような情報がほしい。住んでいる地域での緊
急警報など市レベルでの

515 住所別の避難先の情報をホームページで掲載してほしい。

516
ガス・電気に関する情報
食糧などの支援に関する情報
食品の販売状況等に関する情報

517 道路の通行止めなど規制や道路の被害情報鉄道の運休情報

518
道路の被害　通行止めなど。
あわせて　ガス　水道　電気　通信などのインフラに関する情報も欲しい

519

避難所まで行く場合、危ないから、被災地マップ出して欲しい。 
被災地マップ出すのは、難しいかな？ 
情報がどうなんだか？ 
メール送受信の情報集めは可能だよね。

520 支援物資の供給状況・給水車の巡回予定など

521
・降雨予測と河川水位予測を組み合わせた河川水位予測情報
・中小河川の氾らん、越水等、内水氾らんの予測情報

522
実際にどこの河川、用水路がどれくらい増水しているかなど、測定をしているものを公開し
て欲しい

523 停電情報

524
ボランティア情報
停電情報
道路の通行止め情報

525
被災した場合に備えている状況：①非常食の備蓄量②飲料水の備蓄量③①②の配給開始エリ
ア及び順番

526 避難情報、避難場所
527 給水所の場所

528
通行止めの情報 
停電の情報

529 道路の冠水情報、鉄道運休情報、バス運休情報、避難所の設備状況(駐車場、トイレ、個室)
530 熱中症アラート
531 道路の通行止めなど規制や道路の被害情報、河川の被害情報、停電に関する情報

532
ライフラインの被害状況 
道路などの被害状況など

533 避難所に避難するか在宅避難するかの情報提供
534 ガスや水道、電気などのライフライン関連に関して。
535 道路の情報。電車の運行情報。

536
ペット防災について
ペットとの同行避難について

537
雨量 
氾濫 
停電

538
避難時に必要なもの 
鉄道の運休情報について一括の配信

539

隣接都市の被害や避難対処などの情報を知りたい。
私の居住地は毛長川を介して東京都足立区に隣接しています。３／１１の大地震の時は交通
機関がストップしたために埼玉県民の大勢の方々が終夜徒歩で草加方面に帰宅していまし
た。
個人的に何の援助できませんでした。せめて公共施設を開放して休息させてあげたらと思い
ますが、具体的に取り決めはありますか

540

鉄道の運休状況 
河川の氾濫の危険性 
駅等の冠水情報 
家屋の浸水情報



541 停電に関する情報
542 鉄道の運行情報、停電情報
543 避難所に向かう途中の道路の状況、交通混雑情報。
544 道路の通行止め　ライフラインの情報
545 鉄道の運行状況
546 停電の可能性
547 河川の量とか通行止めなど。
548 川の増水の情報
549 例の全て

550
台風などの災害情報 
停電情報

551 支援物資の配布状況
552 河川の水位情報
553 ペットを飼われている。要介護等、特定の実情による利用、利便性に関する情報。

554
道路の通行止めなど規制や道路の被害情報、鉄道の運休情報、河川の被害情報、土砂災害に
関する情報、水道の被害に関する情報、停電に関する情報、ガスに関する情報、上下水の水
の被害に関する情報

555 災害時の医療受診状況
556 地震や避難の必要性
557 鉄道の運休情報や停電

558
激甚災害時にはどうやって情報を得るか？ 
通信ダウン時にどのような行動を取るのが 
正解か？

559
通れる道、通れない道の情報。 
ガソリンスタンドの営業情報。

560 幹線道路の通行止めなど規制や道路の被害情報
561 ライフラインに関する事(下記に挙げられていること)

562
避難所近辺で危ないところはないか？ 
物資の配給状況

563
県としてわかる範囲の 
・河川の氾濫予想状況 
・停電に関する情報　など

564
大災害時の時には、 
行方不明者情報 
連絡仲介（だれだれのご家族がこの避難所にいるとか、探しているとか）

565
トイレの場所、食料の場所、生理用品の場所、洗濯の場所、ペットケージ施設など、すぐに
必要になる場所が分かるようにするマップ。

566

ﾍﾟｯﾄ受け入れ体制 
　連れて行っても受け入れできない（満室）ケースがあると想定 
ﾍﾟｯﾄに関するボランティア募集のよびかけ 
　人間に対しては助け合いがあると思いますが、ペットに対しての気遣いはなかなかできな
いかと思いますのでできることがあれば協力できるかもと思います

567

冠水に関しても何らかの最新情報があると助かる！と思いました 
めったに運転しないとか、日頃通らない道とか 
埼玉県の冠水マップはありますが、バイパスなどの大通りが多く、他にも冠水箇所が在るの
では？っと感じました。

568 近隣で発生した火災現場の情報。
569 道路の通行止め・通行不可情報
570 水道、ガス、停電に関する情報
571 鉄道の遅延・運休情報

572
災害被害に遭った場合の対応方法や、その後の申請手続きや、その連絡先があると良いと思
います。

573 通信インフラの罹災状況
574 発生している被害状況（道路、河川、電気、水道、ガスなど）

575
指定したエリアの通行止め 
指定したエリアの高速道路情報 
指定したエリアの鉄道情報

576 自分の地域の災害情報の他、各種鉄道バスなどの情報もほしい



577
・グーグルマップ等で、自分の位置や避難所の位置関係が確認できたり、最適ルートを表示
するような連携情報がほしい。避難所名だけではどこにあるのか、どう行けばいいのかがわ
からない。

578 避難の必要不要かの情報。避難場所の情報


