
質問 1 あなたの性別と年齢をご記入ください。

質問 2 あなたのお住まいの家族構成ご記入ください。

質問 3 あなたのお住まいを丁目までご記入ください。

質問 4 あなたの職業をお教えください。(1つに○)

　(1)会社員・公務員　　　　　　　　　　(2)自営業　　　　　　　　　 　 (3)派遣労働者・契約社員
　(4)パート・アルバイト　　　　　　　　  (5)中学生・高校生　　 　 　 (6)専業主婦・主夫
　(7)大学・短大・専門　　　　　　　　　 (8)無職　　　　　　　　　　　　(9)その他(　　　　　　　　　　　　)

質問 5 あなたの通勤・通学先をお教えください。また市外の方はその場所をご記入ください。

　(1)市内　　　　　　　　　(2)市外　　(　　　　　　　　　　　)都・県(　　　　　　　　　　　)区・市・町・村

質問 6 あなたは羽生市に住み始めて何年になるかご記入ください。

質問 7 あなたは羽生市に移住してきましたか。(1つに○)

　(1)移住してきた　　　　　　　　　　　　(2)移住してきていない

質問 8 あなたは介護認定を受けていますか。またご家族・親戚に介護認定を受けている方はいますか。
(当てはまるもの全てに○)

　(1)受けている　　　　　　(2)受けていない　　　　　　(3)一緒に住む家族・親戚が受けている
　(4)羽生市内に住む家族・親戚が受けている　　　 (5)羽生市外に住む家族・親戚が受けている

質問 9 あなたは今後も羽生市に住み続けたいと思いますか。(1つに○)

　(1)住み続けたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2)どちらかといえば住み続けたい
　(3)どちらかといえば他の地域に転居したい　　　  　(4)他の地域に転居したい
　(5)考えていない

質問 10 あなたが羽生市に住み続けている理由をお教えください。(当てはまるもの全てに○)

　(1)自然環境が良いから　　　　　　　　　　　　(2)教育環境が良いから
　(3)通勤・通学がしやすいから      　　　　　　 (4)人間関係・近隣関係が良いから
　(5)買い物等の利便性が良いから　　　　　   (6)長年住みなれているから
　(7)仕事の関係から　　　　　　　　　　　　　　　(8)医療・福祉が充実しているから
　(9)防災の面で安心だから　　　　　　　　　　　(10)治安の面で安心だから
　(11)その他(　　　　　　　　　　　　　)

質問 11 普段羽生市が発信している情報はどのように知りますか。(当てはまるもの全てに○)
またどのくらいの頻度で羽生市の情報を確認しますか。(1つに○)

　(1)羽生市のホームページ　 (2)羽生市メール配信サービス　　(3)羽生市のSNS
　(4)回覧板　　　　　　　　　　　(5)自治会等の会合　　　　　　　　 (6)知人・友人との会話
　(7)広報紙　　　　　　　　　　　(8)会社等の職場　　　　　　　　　　(9)その他(　　　　　　　　　　　　　)

　(1)毎日　　　　　　　　　　 　　(2)2.3日に1度　　　　　　　　　　　　(3)週に1度
　(4)月に1度  　　　　　　　　　 (5)数か月に1度　　　　　　　　　 　(6)ほとんど確認しない

＜あなたのことについてお聞きします＞

調査へのご協力誠にありがとうございます！
　　　　　防災について、皆様の貴重なご意見を頂戴したく調査しております。

(1)男性 (2)女性 歳

羽生市にお住いの皆様へ、調査のお願い

人家族で、大人 人 子供 人

羽生市 丁目

年



質問 12 あなたは防災訓練に参加したことがありますか。(当てはまるもの全てに○)
またどのくらいの頻度で参加されますか。(1つに〇)

　(1)学校・職場での防災訓練に参加　　　(2)羽生市主催の防災訓練に参加
　(3)地域団体主催の防災訓練に参加　　(4)参加したことがない 　(5)その他(　     　  　     　　　)

　(1)月1回　　　(2)数ヶ月に1回　　　(3)年1回　　　(4)2～5年に1回　　　(5)5～10年に1回

質問 13 質問12で「(4)参加したことがない」とお答えした方にお聞きします。
その理由をお教えください。(当てはまるもの全てに〇)

　(1)体力的に厳しいから　　　(2)予定が空いていない　　　　　　　 (3)興味がない
　(4)活動を知らない　　　　　　(5)現地までの移動手段がない　　　(6)その他(             　           )

質問 14 今後、羽生市や近くの自治体で開催される防災訓練や防災に関するイベントに
参加したいと思いますか。(1つに○)

　(1)積極的に参加したい　　　　　　　　　　　　　　(2)どちらかといえば参加したい
　(3)どちらかといえば参加したくない　　　　　　　 (4)参加したくない

質問 15 あなたのご家庭でされている自然災害への対策をお教えください。(当てはまるもの全てに○)

　(1)非常食や水を備蓄　　  (2)耐震住宅へ改修　　 (3)保険の見直し　   (4)貯金を準備した
　(5)懐中電灯・電池・充電器の備蓄　　(6)消火器の設置　　(7)家具の固定や滑り止め
　(8)何も備えていない　　　 (9)その他(                                                           )

質問 16 あなたのご家庭でされている水害対策をお教えください。(当てはまるもの全てに○)

　(1)洪水発生時の避難場所を把握している　　　　　(2)土のうを準備している
　(3)止水板を準備している　　　　　　　　　　　　　　　 (4)生活拠点を2階以上にしている
　(5)何もしていない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(6)その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

質問 17 自然災害への対策をするにあたり煩わしいことをお教えください。

(自由記述)　　例：費用がかかる、忙しい、備蓄しても保管場所がないなど

質問 18

　(1)1日分　　　　　　　　(2)2日分　　　　　　　　(3)3日分以上　　　　　　　　(4)1週間分以上
　(5)1ヵ月分以上　　　　(6)2ヵ月分以上　　　　(7)備えていない

質問 19 災害発生時、生活品等の備蓄の提供可能な範囲をお教えください。(1つに○)

　(1)家族まで　　　　　　　　　　　　　　　 　(2)知人・友人まで
　(3)近所の人まで　　　　　　　　　　　　　 (4)知らない人まで

質問 20 災害発生時の情報収集源は何ですか。(当てはまるもの全てに○)

　(1)テレビ　　　　　　　　　(2)ラジオ　　　　　　　　(3)防災行政無線　　　　　　　　(4)口コミ
　(5)インターネットなどのニュースサイト　　　　   (6)家族や友人・知人からのメールや電話
　(7)政府・自治体のホームページ　　　　　　　　 (8)気象庁・消防庁など公的機関のサイト
　(9)都道府県・市町村などの自治会のサイト　  (10)Twitter.Facebook.LINEなどのSNS
　(11)特に得ていない                              　　 (12)その他(  　                                    )

＜羽生市での災害・防災についてお聞きします＞　

あなたのご家庭にある災害に備えた備蓄は、どの程度を想定していますか。(1つに○)

こちらは表 裏面もございます



質問 21 災害発生時、羽生市が発信している情報はどのように知りますか。(当てはまるもの全てに○)

　(1)羽生市のホームページ　 (2)羽生市メール配信サービス　　(3)羽生市のSNS
　(4)回覧板　　　　　　　　　　　(5)コミュニティセンター　　　　　　 (6)人との会話や口コミ
　(7)広報紙　　　　　　　　　　　(8)防災行政無線　　　　　　　　　　(9)その他(　　　　　　　　　　　　　)

質問 22 災害発生時の情報収集で求めることは何ですか。(それぞれ左から重視する順に３つ)

　1位(                              )　　　2位(                              )　　　3位(                              )

　(1)速さ　　　(2)詳細さ　　　(3)正確さ　　　(4)入手の手軽さ　　　(5)その他(   　　　　　　　　    　)　

　1位(                              )　　　2位(                              )　　　3位(                              )

　(1)警報・注意報　　　(2)ライフラインの復旧状況　　　 (3)市の今後の対応　　　 (4)家族の安否
　(5)知人・友人の動向　　　　(6)近隣住民の動向　　　　(7)その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

質問 23 あなたの住む地域の指定避難所をご存知ですか。(1つに〇)

　(1)知っている　　　　　　　　　(2)知らない

質問 24 あなたは指定避難所以外の避難先を考えていますか。(1つに○)

　(1)親戚の家　　　　　 　　　　  　(2)知人・友人の家　　　　 (3)車中泊
　(4)ホテルなどの宿泊施設　　  (5)考えていない　　　　　　(6)その他(　　　　　      　　　　　　　　)

質問 25 新型コロナウイルスを踏まえ今後災害が生じた際、他市町村からの避難者の受け入れについて
お聞かせください。(1つに○)

　(1)受け入れてもよい　　　　　　　　　　　　　　　　　(2)どちらかといえば受け入れてもよい
　(3)どちらかといえば受け入れて欲しくない　　　　 (4)受け入れて欲しくない

質問 26 あなたは「ハザードマップ」などで、ご自宅周辺の災害リスクを確認していますか。(1つに○)

　(1)「ハザードマップ」などを確認して、だいたいの災害リスクを確認している
　(2)「ハザードマップ」などを見たことはあるが、災害リスクまでは確認していない
　(3)「ハザードマップ」などについて聞いたことはあるが、見たことはない
　(4)「ハザードマップ」などについて閲覧方法がわからない、存在を知らない

質問 27 もし災害が発生したら、心配なことをお教えください。

(自由記述)　　例：水道・電気などのライフライン、家族の安否、家屋の被害など

質問 28 もし災害が発生したら、どのような人物を最も頼りにすると思いますか。(1つに○)

　(1)行政　　　　　(2)消防や自衛隊等の治安維持組織　　　　 (3)自治会や町内会のトップ
　(4)近隣の人物　　　　　　　　　　(5)知人・友人　　　　　　　　　(6)家族・親戚
　(7)自分自身　　　　　　　　　　　(8)その他(　　　　　　　　　　　　　　　　)

質問 29 災害発生時、避難の障害になると考えているものをお教えください。(当てはまるもの全てに〇)

.
　(1)ペットを飼っている　　　　(2)1人では避難することができない家族がいる
　(3)移動手段がない　　　　　(4)近隣の人が慌てていない　　　　(5)情報が信用できない
　(6)感染症の恐れ　　　　 　　(7)災害に対する恐怖心　　　　　　(8)その他(　　　　　   　　　　　　)

質問 30 あなたは過去に自然災害により、ご自宅外に避難したことがあるかお教えください。(1つに〇)
また、それはいつ頃ですか。

　(1)ある　　　　　　　　(2)ない                                     いつ　　　　　　　年　　　　月



質問 31 あなたは過去に自然災害により、命の危険を感じる経験(生活に支障をきたす被災経験等)を
したことがありますか。(1つに○)　また、それはいつ頃ですか。

　(1)ある　　　　　　　　(2)ない                                     いつ　　　　　　　年　　　　月

質問 32 あなたが普段最も交流している相手との関係性をお教えください。
また、その相手との交流頻度はどれほどですか。(それぞれ1つに○)

　(1)同居していない親族・親戚　　　　　(2)近隣住民 　　　(3)サークル等の文化体育活動の仲間
　(4)社会的活動(ボランティア・地域活動)　   (5)PTA活動 　　(6)職場関係
　(7)交流はほとんどしていない　　　　　　　　 (8)その他(   　　　　                                     )

　(1)毎日　　　　　　　　　　(2)2.3日に1度　　　　　　　　　(3)週に1度
　(4)月に1度  　　　　　　　(5)数か月に1度　　　　　　　　(6)ほとんど交流しない

質問 33 あなたが普段最も参加する地域コミュニティの種類をお教えください。
また、参加頻度はどれほどですか。(それぞれ1つに○)

　(1)保険・医療・福祉　　　　　(2)社会教育　　　　　(3)まちづくり　　　　　(4)学術・文化
　(5)芸術・スポーツ　　　　　　(6)平和・人権　　　　 (7)環境保全　　　　　(8)子ども
　(9)災害支援　　　　　　　　　 (10)経済活動　　　   (11)その他(                                 )

　(1)毎日　　　　　　　　　　(2)2.3日に1度　　　　　　　　　(3)週に1度
　(4)月に1度  　　　　　　　(5)数か月に1度　　　　　　　　(6)ほとんど交流しない

質問 34 あなたのお住いの地域コミュニティ（自治会活動やご近所づきあいなど）が、災害が発生した場合
の安全・安心にどの程度影響があると思いますか。(1つに○)

　(1)とても影響がある　　　　　　　　(2)やや影響がある
　(3)あまり影響はない　　　　　　　　(4)影響はない　　　　　　　　　　　　　　(5)わからない

質問 35 新型コロナウイルス前後で防災意識にどのような変化がありましたか。
(当てはまるもの全てに○)

　(1)非常食を備蓄した　　　　　　　　　　　　　　  　(2)飲料水を備蓄した
　(3)防災グッズにマスクを加えた　　　　　　　　 　(4)防災グッズに除菌グッズを加えた
　(5)避難時の在宅避難、自宅待機を検討　　　　(6)その他(                                                )

質問 36 現在のコロナウイルス感染症の状況を踏まえて、不特定多数の人が集まる場所に避難すること
についてどう考えていますか。(1つに○)

　(1)感染症の心配はしていないので避難する　　　　(2)感染症の心配はあるが避難を優先する
　(3)感染症の心配があるので、できれば避難したくない　(4)自宅以外の場所に避難したくない

質問 37 その他、羽生市の防災やアンケートに関するご意見などございましたらお答えください。

(自由記述)

以上で調査は終了です。ご協力ありがとうございました！！

作成：ものつくり大学　大学院　田尻研究室

＜コミュニティについてお聞きします＞　

こちらは裏 表面もございます


