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※ 報 告 書 の 見 方※ 報 告 書 の 見 方※ 報 告 書 の 見 方※ 報 告 書 の 見 方     

    

● 回答結果は、有効回収数に対して、それぞれの回答の占める割合を示しています。回答結果は、有効回収数に対して、それぞれの回答の占める割合を示しています。回答結果は、有効回収数に対して、それぞれの回答の占める割合を示しています。回答結果は、有効回収数に対して、それぞれの回答の占める割合を示しています。    
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● 本文中の設問の選択肢は簡略化している場合があります。本文中の設問の選択肢は簡略化している場合があります。本文中の設問の選択肢は簡略化している場合があります。本文中の設問の選択肢は簡略化している場合があります。    
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Ⅰ アンケート調査の概要 

 

１．目的１．目的１．目的１．目的 

 平成 30 年７月豪雨時における姫路市民の行動を調査し、実態を把握することにより、現

在抱える問題や課題を洗い出し、今後、姫路市の取り入れるべき施策について検討するため

の基礎資料とします。 

 

２２２２．．．．調査項目調査項目調査項目調査項目 

（１）回答者の属性 

（２）地域に関すること 

（３）平成30年7月豪雨当時（7/5～7/8）の状況 

（４）日頃の避難行動 
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３３３３．．．．調査内容調査内容調査内容調査内容 

（１）（１）（１）（１）対象地域対象地域対象地域対象地域    
 平成30年７月豪雨時、姫路市が避難情報を発令した校区 

 

  

豊富豊富豊富豊富    

網干網干網干網干    

船津船津船津船津    

花田花田花田花田    

余部余部余部余部    

白鳥白鳥白鳥白鳥    

菅生菅生菅生菅生    

上菅上菅上菅上菅    

置塩置塩置塩置塩    

水上水上水上水上    

莇野莇野莇野莇野    

古知古知古知古知    

中寺中寺中寺中寺    

香呂香呂香呂香呂    

峰相峰相峰相峰相    

城陽城陽城陽城陽    東東東東    

妻鹿妻鹿妻鹿妻鹿    

網干西網干西網干西網干西    

砥堀砥堀砥堀砥堀    

糸引糸引糸引糸引    

香呂南香呂南香呂南香呂南    

四郷四郷四郷四郷    

高浜高浜高浜高浜    

前之庄前之庄前之庄前之庄    

安富北安富北安富北安富北    

安富南安富南安富南安富南    

土砂災害警戒区域が含まれない校区 

土砂災害警戒区域が含まれる校区 

避難情報（洪水）が発表された校区 

避難情報（土砂）が発表された校区 

避難情報（土砂・洪水）が発表された校区 
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（２）（２）（２）（２）調査対象調査対象調査対象調査対象    
 対象地域に在住する満18歳以上の男女 

 

（３）（３）（３）（３）配布数配布数配布数配布数    
 5,000件 

 

（４）（４）（４）（４）抽出方法抽出方法抽出方法抽出方法    
 無作為抽出（平成30年7月1日現在 住民基本台帳より） 

 

（５）（５）（５）（５）調査方法調査方法調査方法調査方法    
 郵送配布・回収による郵送調査法  

 

（６）（６）（６）（６）調査時期調査時期調査時期調査時期    
 平成31年2月27日（水）～3月12日（火） 

 

４４４４．．．．回収結果回収結果回収結果回収結果 

配布数 5,000件 

有効回収数 2,300件 

回収率 46.0％ 
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Ⅱ 調査結果報告 
１．あなたのことについて、教えてください１．あなたのことについて、教えてください１．あなたのことについて、教えてください１．あなたのことについて、教えてください 

Ｑ１Ｑ１Ｑ１Ｑ１    あなたの性別を教えてください（１つにあなたの性別を教えてください（１つにあなたの性別を教えてください（１つにあなたの性別を教えてください（１つに○○○○））））    

 男性が 35.4％、女性が 63.9％となっています。 

 
 

Ｑ２Ｑ２Ｑ２Ｑ２    あなたの年齢を教えてください（１つにあなたの年齢を教えてください（１つにあなたの年齢を教えてください（１つにあなたの年齢を教えてください（１つに○○○○））））    

 「70 歳以上～79 歳以下」が 26.8％と最も多く、次いで、「60 歳以上～69 歳以下」が

18.2％、40 歳以上～49 歳以下」が 15.0％となっています。 
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Q3Q3Q3Q3    あなたのお住まいの小学校区をご記入くださいあなたのお住まいの小学校区をご記入くださいあなたのお住まいの小学校区をご記入くださいあなたのお住まいの小学校区をご記入ください    

 「高浜」が最も多く 8.4％、次いで、「城陽」が 7.1％、「網干」が 7.0％となっています。 
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ＱＱＱＱ4444    あなたの家族形態を教えてください（１つにあなたの家族形態を教えてください（１つにあなたの家族形態を教えてください（１つにあなたの家族形態を教えてください（１つに○○○○））））    

 総数では、「親子二世代」が 48.9％、「夫婦のみ」が 26.7％となっています。 

 年齢別でみると、若い世代では「親子二世代」が多く、80 歳以上では、他の年代と比べて

「単身」が多くなっています。60 歳以上では、「単身」と「夫婦のみ」で半数以上となって

います。 

 

    
    

    

Ｑ５Ｑ５Ｑ５Ｑ５    あなたのお住まいの立地を教えてください（それぞれ１つにあなたのお住まいの立地を教えてください（それぞれ１つにあなたのお住まいの立地を教えてください（それぞれ１つにあなたのお住まいの立地を教えてください（それぞれ１つに○○○○））））    

土砂災害の恐れのある「山・崖」に 

総数では、「遠い」が 40.0％、「比較的遠い」が 20.9％となっています。 

 年齢別でみると、18 歳以上～29 歳以下で、「近い」と「比較的近い」が多くなっていま

す。 
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洪水被害の恐れのある「川」に 

総数では、「近い」が 35.9％、「比較的近い」が 34.8％となっています。 

 年齢別でみると、18 歳以上～59 歳以下で、「近い」、「比較的近い」が多くなっています。 

    

    
    

    

市街地に 

総数では、「比較的近い」が 29.2％、「比較的遠い」が 23.6％となっています。 

 年齢別でみると、50 歳以上～59 歳以下で、「近い」、「比較的近い」が多くなっており、

高齢世代で、「近い」、「比較的近い」が少なくなっています。 
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Ｑ６Ｑ６Ｑ６Ｑ６    あなたの居住形態を教えてください（それぞれ１つにあなたの居住形態を教えてください（それぞれ１つにあなたの居住形態を教えてください（それぞれ１つにあなたの居住形態を教えてください（それぞれ１つに○○○○））））    

住居形態 

総数では、「一般住宅」が 81.0％、「集合住宅（ハイツ・アパート・マンション）」が 16.2％

となっています。 

 年齢別でみると、高齢世代で、「一般住宅」の割合が高くなっています。 

 

 
 

 

構造 

総数では、「木造」が 70.9％、「鉄骨造」が 13.4％となっています。 

 年齢別でみると、80 歳以上では、9 割近くが「木造」で、59 歳以下では、「鉄骨造」、「鉄

筋コンクリート造」が約 3 割となっています。 

 

 
 

  



9 

居住階数（一般住宅は階層数） 

総数では、「２階」が 80.4％、「３階以上」が 9.2％となっています。 

 年齢別でみると、全年代で「２階」が約８割で、40 歳以上～59 歳以下では、他の年代と

比べて、「３階以上」が若干多くなっています。 

 

 
 

 

２．２．２．２．あなたの地域について、教えてくださいあなたの地域について、教えてくださいあなたの地域について、教えてくださいあなたの地域について、教えてください 

Ｑ７Ｑ７Ｑ７Ｑ７    お住まいの地域が、どのような区域か知っていますか（複数にお住まいの地域が、どのような区域か知っていますか（複数にお住まいの地域が、どのような区域か知っていますか（複数にお住まいの地域が、どのような区域か知っていますか（複数に○○○○））））    

総数では、「わからない」が多く、次いで「浸水危険区域」、「いずれにも該当しない」とな

っています。 

 年齢別でみると、18 歳以上～49 歳以下では、「わからない」の割合が高く、80 歳以上で

は、「いずれにも該当しない」が多くなっています。 
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Ｑ８Ｑ８Ｑ８Ｑ８----1111        お住まいの地域のハザードマップを見たことがありますか（１つにお住まいの地域のハザードマップを見たことがありますか（１つにお住まいの地域のハザードマップを見たことがありますか（１つにお住まいの地域のハザードマップを見たことがありますか（１つに○○○○））））    

総数では、「ある」が 64.6％、「ない」が 33.3％となっています。 

 年齢別でみると、「ある」と回答したのは、60 歳以上～69 歳以下が 76.8％と最も多く、

次いで、70 歳以上～79 歳以下が 70.1％、50 歳以上～59 歳以下が 67.0％となっていま

す。若い世代で、「ある」の割合が低くなっており、１８歳以上～29 歳以下では、35.２％

となっています。 

    

    

    

Ｑ８Ｑ８Ｑ８Ｑ８----2222        「「「「① ① ① ① ある」と回答した方、何で見られましたか（複数にある」と回答した方、何で見られましたか（複数にある」と回答した方、何で見られましたか（複数にある」と回答した方、何で見られましたか（複数に○○○○））））    

総数では、「自治会が配布した防災マップなど」が 83.8％と最も多く、次いで、「姫路市の

ホームページ」が 13.5％となっています。 

 年齢別でみると、高齢世代では、「自治会が配布した防災マップなど」が多く、「姫路市の

ホームページ」が少なくなっています。また、80 歳以上では、「集会場などの掲示板」が多

くなっています。 
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【その他の主な意見】 

市関連の施設等 学校 

公民館での防災講座 

老人大学講座 

市役所ロビーに置いていた 

その他の施設 職場 

自宅建築の際、住宅メーカー 

配付物 小学校での配布物 

仕事上の資料で確認 

自治会が配布した内水ハザードマップ 

新聞 

地区防災マップ 

引越し時にもらったパンフレット 

ハザードマップ浸水災害予想地図 

保険会社作成防災マップ 

市の土砂災害ハザードマップ 

広報ひめじ 

インターネット 姫路市 web マップ 

ネットニュース 

グーグルマップ 

 

 

Ｑ９Ｑ９Ｑ９Ｑ９----1111    今まで、避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急））に今まで、避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急））に今まで、避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急））に今まで、避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急））に

より、避難した経験はありますか（１つにより、避難した経験はありますか（１つにより、避難した経験はありますか（１つにより、避難した経験はありますか（１つに○○○○））））    

総数では、「ない」が 88.3％と多くなっています。 
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Ｑ９Ｑ９Ｑ９Ｑ９----2222        「「「「① ① ① ① ある」と回答した方、お住まいの地域に被害がありましたか（ある」と回答した方、お住まいの地域に被害がありましたか（ある」と回答した方、お住まいの地域に被害がありましたか（ある」と回答した方、お住まいの地域に被害がありましたか（1111 つにつにつにつに○○○○））））    

総数では、「被害はなかった」が 74.2％と最も多く、次いで、「住まいに被害はなかった

が、近隣で被害があった」が 16.7％となっています。「住まいに被害があった」は、8.1％

となっています。 

年齢別でみると、「住まいに被害はなかったが、近隣で被害があった」と回答したのは、50

歳以上～59 歳以下で 20.8％、40 歳以上～49 歳以下で 19.2％となっています。 

 

 

 

３．３．３．３．平成平成平成平成 30 年年年年 7 月豪雨当時（月豪雨当時（月豪雨当時（月豪雨当時（7/5～～～～7/8）の状況について、教えてください）の状況について、教えてください）の状況について、教えてください）の状況について、教えてください 

ＱＱＱＱ10101010    あなたは主にどこにいましたか（１つにあなたは主にどこにいましたか（１つにあなたは主にどこにいましたか（１つにあなたは主にどこにいましたか（１つに○○○○））））    

総数では、「お住まい」が 72.1％と最も多くなっています。 

年齢別でみると、高齢世代では、「お住まい」が多くなっています。また、59 歳以下では、

約 6 割が「お住まい」となっており、「外出中（姫路市内）」、「外出中（姫路市外）」が一定数

いました。さらに、若い世代では、高齢世代に比べて、「おぼえていない」が多くなっていま

す。 
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ＱＱＱＱ11111111    雨の降り方をおぼえていますか（１つに雨の降り方をおぼえていますか（１つに雨の降り方をおぼえていますか（１つに雨の降り方をおぼえていますか（１つに○○○○））））    

総数では、「激しい雨」が 30.3％と最も多く、次いで、「非常に激しい雨」が 23.0％、「お

ぼえていない」が 21.3％となっています。 

年齢別でみると、「非常に激しい雨」と回答したのは、39 歳以下で 3 割以上となっており、

高齢世代では半数程度となっています。高齢世代では、「激しい雨」、「強い雨」と感じた割合

が、若い世代より多くなっています。 

    

    

    

    

ＱＱＱＱ12121212----1111    あなたの地域に避難情報は発令されましたか（１つにあなたの地域に避難情報は発令されましたか（１つにあなたの地域に避難情報は発令されましたか（１つにあなたの地域に避難情報は発令されましたか（１つに○○○○））））    

総数では、「発令されていない」が 53.2％と最も多く、次いで、「避難勧告」が 17.6％、

「避難準備・高齢者等避難開始」が 16.6％となっています。 

年齢別でみると、高齢世代では、若い世代と比べて「発令されていない」が多く、若い世

代では、「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」が多くなっています。 
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ＱＱＱＱ12121212----2222    「「「「① ① ① ① 避難準備・高齢者等避難開始」、「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難準備・高齢者等避難開始」、「② ② ② ② 避難勧告」、「避難勧告」、「避難勧告」、「避難勧告」、「③ ③ ③ ③ 避難指示（緊急）」避難指示（緊急）」避難指示（緊急）」避難指示（緊急）」のいのいのいのい

ずずずずれかを回答した方、情報の入手先は何ですか（複数に〇）れかを回答した方、情報の入手先は何ですか（複数に〇）れかを回答した方、情報の入手先は何ですか（複数に〇）れかを回答した方、情報の入手先は何ですか（複数に〇）    

総数では、「テレビ」が最も多く、次いで、「スマートフォン」となっています。 

年齢別でみると、全年代で「テレビ」は一定数いるものの、若い世代では、「スマートフォ

ン」が多くなっています。また、「ひめじ防災ネット」は、70 歳以上～79 歳以下で最も多

くなっています。 

    

    

    

 

【その他の主な意見】 

 自治会放送、市役所の広報車、消防車の放送・呼びかけ、ケーブル放送、防災無線など 
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ＱＱＱＱ13131313    姫路市に大雨特別警報が発表されましたが、知っていましたか（１つに姫路市に大雨特別警報が発表されましたが、知っていましたか（１つに姫路市に大雨特別警報が発表されましたが、知っていましたか（１つに姫路市に大雨特別警報が発表されましたが、知っていましたか（１つに○○○○））））    

総数では、「知っていた」が多くなっています。 

年齢別でみると、「知っていた」と回答したのは、69 歳以下で７割以上となっています。

70 歳以上では、「知らなかった」が 3 割以上となっています。 

    

    

    

    

ＱＱＱＱ14141414----1111    あなたは実際に避難しましたか（１つにあなたは実際に避難しましたか（１つにあなたは実際に避難しましたか（１つにあなたは実際に避難しましたか（１つに○○○○））））    

 「避難しなかった」が多くなっています。 
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ＱＱＱＱ14141414----2222    「「「「③ ③ ③ ③ 避難しなかった」と回答した方、理由をお聞かせください（複数に〇）避難しなかった」と回答した方、理由をお聞かせください（複数に〇）避難しなかった」と回答した方、理由をお聞かせください（複数に〇）避難しなかった」と回答した方、理由をお聞かせください（複数に〇）    

総数では、「避難場所に行くよりも自宅の方が安全だから」が多く、次いで、「実際に災害

は起きないと思った」、「自分の地域で、避難に関する情報を知らなかったため」となってい

ます。 

年齢別でみると、全年齢で、「避難場所に行くよりも自宅の方が安全だから」が多くなって

います。「自分の地域で、避難に関する情報を知らなかったため」、「実際に災害は起きないと

思った」と回答したのは、60 歳以上で多く、「自分の地域で、避難に関する情報を知らなか

ったため」と回答したのは、59 歳以下で少なくなっています。また、59 歳以下では、「発

令された内容が、避難準備・高齢者等避難開始だったため」が多くなっています。 
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【その他の主な意見】 

避難場所に行

けなかった 

避難場所が遠く、赤ちゃんを連れていくのは大変だった 

避難場所まで行くのが大変そうだった 

避難場所が近いため、災害発生時すぐに避難できると思った 

大雨の時は避難場所に行くのが一番危険であると判断した 

避難場所まで行くのに雨が強く、怖かった 

すでに家の前が浸水しており、道路等の境が判断出来ず危険と感じて自宅の２階にいた 

子供３人を１人で連れて避難する事が困難だった 

避難場所に行

こ う と 思 わ な

かった 

避難場所に毛布や食料などが無いと知り、避難する意味が無いと思った 

避難すると避難所が人であふれると思った 

スマートフォンで情報収集して大丈夫と判断した 

避難所が、今にも水があふれそうな川の横にあるため 

避難場所に行く途中が危なく、溝があった 

大雨で視界がきかず、道路も冠水し、川のようになっていたので、危険と判断した 

避難場所までの道の冠水が気になっていた 

あちこちで水があふれていたし、夜で視界が悪かったため避難しなかった 

自宅にいた 避難より、２階にいる方が安全と思った 

自分の住んでいる辺りは危険でないと判断したため 

雨の中赤子を連れて避難するよりも自宅（2 階）にいる方が安全だと判断した 

区長さんから、家に居るように言われていた 

3 階以上に住んでいる為、浸水被害の可能性が低いと判断した 

自宅が安全と思いつつ、避難所の道中の状況がわからない為、動くことができなかった 

当時 8 ヶ月でお腹が大きく、2 才と 4 才の幼児もいた為、移動が困難で家で様子をみた 

1 歳の子供がいる為、避難先での過し方に難しさを感じた 

マンションは影響少ないと思った 

マンションの５Ｆなので、自宅の方が安全と思った 

深夜のため屋外に出るとかえって危ないと判断し、自宅にいた 

夜中 2 時だったので子ども達を起こすのがかわいそうだった 

大雨の中夜中に避難する方が危ないと思った 

自宅が高層マンションのため安全 

周辺の状況を

みて判断 

近所で避難しているような様子がなかった 

夜中であることと、氾濫しそうな揖保川を渡らなければ西小学校に行けないこと 

川があふれたら避難しても同じだから 

テレビで見るほどひどい雨ではなく、川の様子もひどくなかった 

川の増水の状況を確認したかった 

避難タイミング

が判らない 

急傾斜地の避難のタイミングが判らない 

警報が出ていたが、どうしたらいいのか判らなかったので、自宅の２階にいた 

他県で、町内会長から、夜は危険なので自宅で過ごすように言われた 

夜中だったからどうすればいいか判らなかった 

自治会より避難放送がなかったため 

避難できない

状況であった 

重度の障害があるため、避難場所で過すのは無理 

障害者がいるため避難は困難でするつもりはなかった 

介護老人がいて自力で避難できないので困難と判断した 

高齢者が２名いるので、本当に危なくならないと動きにくい 

障害（肢体不自由児）がある子達がいるので避難しにくい 

その他 帰宅困難で、家に帰るのに必死だった 

ペットがいる 

仕事中・勤務中 
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ＱＱＱＱ14141414----3333    「「「「⑨ ⑨ ⑨ ⑨ 避難したかったが避難場所が遠いため断念した」と回答した方、避難場所ま避難したかったが避難場所が遠いため断念した」と回答した方、避難場所ま避難したかったが避難場所が遠いため断念した」と回答した方、避難場所ま避難したかったが避難場所が遠いため断念した」と回答した方、避難場所ま

での距離はどれくらいですか（での距離はどれくらいですか（での距離はどれくらいですか（での距離はどれくらいですか（1111 つにつにつにつに○○○○））））    

総数では、「徒歩１０分から２０分未満の距離（約８００ｍ～１６００ｍ未満）」が 36.4％

と多く、次いで、「徒歩２０分から３０分未満の距離（約１６００ｍ～２４００ｍ未満）」、「そ

の他」が 22.7％となっています。 

 

    

    

ＱＱＱＱ14141414----4444    「「「「⑪ ⑪ ⑪ ⑪ 避難したかったが一人で避難するのが困難なため断念した」と回答した方、避難したかったが一人で避難するのが困難なため断念した」と回答した方、避難したかったが一人で避難するのが困難なため断念した」と回答した方、避難したかったが一人で避難するのが困難なため断念した」と回答した方、

どのような支援があれば避難されますか（どのような支援があれば避難されますか（どのような支援があれば避難されますか（どのような支援があれば避難されますか（1111 つにつにつにつに○○○○））））    

総数では、「設備の整った福祉避難施設への避難が可能であれば」が多くなっています。 
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ＱＱＱＱ15151515    近所で支援を必要とする人を支援しようと思いましたか（１つに近所で支援を必要とする人を支援しようと思いましたか（１つに近所で支援を必要とする人を支援しようと思いましたか（１つに近所で支援を必要とする人を支援しようと思いましたか（１つに○○○○））））    

総数では、「近所で支援を必要とする人がいない又は知らない」が 65.8％と多くなってい

ます。 

年齢別でみると、「近所で支援を必要とする人がいない又は知らない」と回答したのは、若

い世代で多くなっていますが、高齢世代でも半数以上が、そのように回答しています。また、

「支援しようと思わなかった」と回答したのは、18 歳以上～29 歳以下で約 1 割となって

います。 
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【その他の主な意見】 

支 援 し よ う と

思う、支援した 

必要なら支援しようと思う 

一緒に避難しようと声はかけた 

支援する気持ちはあるが、高齢で思うように身体が動かない 

その際にはできる限りしたいと思う 

親を支援した 

支援を必要とする人がいればしたい 

そのような時がくれば近所の人に声をかける 

支援を必要とする人がいれば出来る範囲で支援する 

支援する人は定められていますが必要な時がなかった 

独り暮らしで、近隣でお互い声かけしようと話し合っている 

気になる人の家に電話した 

1 人暮らしの方に避難されるか聞きに行った 

家族に要支援

者がいる 

家族に要支援者がいる 

主人が要介護５車椅子なので、我家の事で精一杯 

家族に障害者がいるので自分の家族の事でいっぱい 

どうしたら良い

かわからない 

何もなかったので、どうしたらよいのかわからなかった 

支援しようと

思わない、支

援しなかった 

支援するほどの事態ではなかった 

近くの人は家族がいるので、特に意識はしなかった 

自宅の管理で精いっぱいだった 

自分の身の周りでは支援を必要とする事はなかった 

近所で避難した気配がなかった 

歩くのも困難なので、自分の避難も無理かもしれない 

重度の障害がある為支援できない 

近所で必要がなかったし、私自身は高齢で出来ないと思う 

自分自身、足がわるく無理 

自宅が一番危なかった 

近所付き合いが少なく知らない人が多い 

支援して下さる人々に任せようと思った 

実際に支援する状況にならなかった 

自治会が支援活動されていた 

高齢者の一人暮らしの家は離れている 
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４．４．４．４．日頃の避難行動について、教えてください日頃の避難行動について、教えてください日頃の避難行動について、教えてください日頃の避難行動について、教えてください 

ＱＱＱＱ16161616----1111    日頃から、防災に関する情報をどのように入手していますか（複数に日頃から、防災に関する情報をどのように入手していますか（複数に日頃から、防災に関する情報をどのように入手していますか（複数に日頃から、防災に関する情報をどのように入手していますか（複数に○○○○））））    

総数では、「テレビ」が最も多く、次いで、「スマートフォン」、「インターネット」となっ

ています。 

年齢別でみると、「テレビ」と回答したのは、全年代で多くなっていますが、若い世代では、

「インターネット」、「スマートフォン」が多く、高齢世代では、「校区・自治会・自主防災会

等の地域の連絡網」が多くなっています。 
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ＱＱＱＱ16161616----2222    「「「「⑧⑧⑧⑧スマートフォン」と回答した方、登録しているアプリはありますか（複数に〇）スマートフォン」と回答した方、登録しているアプリはありますか（複数に〇）スマートフォン」と回答した方、登録しているアプリはありますか（複数に〇）スマートフォン」と回答した方、登録しているアプリはありますか（複数に〇）    

総数では、「ＳＮＳ」が最も多く、次いで、「ＮＨＫニュース・防災」、「その他」となって

います。 

年齢別でみると、「SNS」と回答したのは、若い世代で多く、特に、49 歳以下では、「SNS」

が最も多くなっています。「NHK ニュース・防災」と回答したのは、60 歳以上で多くなっ

ています。 

    

    

 

【その他の主な意見】 

 ひょうご防災ネット、Yahoo！、ラインニュース、ウェザーニュース、ドコモ災害用キッ

ト、au 災害対策、わが家の防災ナビ、エリアメール、ネットのニュース、スマートフォンで

検索
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ＱＱＱＱ17171717    次の気象情報を理解していますか（それぞれ１つに次の気象情報を理解していますか（それぞれ１つに次の気象情報を理解していますか（それぞれ１つに次の気象情報を理解していますか（それぞれ１つに○○○○））））    

大雨注意報 

総数では、「理解している」が 50.4％、「何となく理解している」が 46.3％となっていま

す。 

 

 
 

大雨警報 

（土砂災害または浸水害） 

総数では、「何となく理解している」が 48.1％、「理解している」が 47.9％となっていま

す。 
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大雨特別警報 

総数では、「何となく理解している」が 52.2％、「理解している」が 39.8％となっていま

す。 

前設問の『大雨注意報』、『大雨警報』と比較して、若い世代では、「理解していない」が多

くなっています。 

 

 

 

土砂災害警戒情報 

総数では、「何となく理解している」が 55.3％、「理解している」が 35.9％となっていま

す。 

前設問の『大雨注意報』、『大雨警報』と比較して、全年代で「理解している」の割合が低

く、若い世代では、「理解していない」が多くなっています。 

 

 



25 

ＱＱＱＱ18181818    次の避難情報を理解していますか（それぞれ１つに次の避難情報を理解していますか（それぞれ１つに次の避難情報を理解していますか（それぞれ１つに次の避難情報を理解していますか（それぞれ１つに○○○○））））    

避難準備・ 

高齢者等避難開始 

総数では、「何となく理解している」が 46.3％、「理解している」が 43.6％となっていま

す。 

 

    
    

避難勧告 

総数では、「理解している」が 47.1％、「何となく理解している」が 46.3％となっていま

す。 
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避難指示（緊急） 

総数では、「理解している」が 51.7％、「何となく理解している」が 41.2％となっていま

す。 

 

    
    

    

ＱＱＱＱ19191919----1111    市が避難情報を発令した場合は、避難行動を行いますか（１つに市が避難情報を発令した場合は、避難行動を行いますか（１つに市が避難情報を発令した場合は、避難行動を行いますか（１つに市が避難情報を発令した場合は、避難行動を行いますか（１つに○○○○））））    

総数では、「自身で状況を判断してから行う」が 64.3％、「行う」が 27.1％となっていま

す。 

年齢別でみると、60 歳以上では約３割、80 歳以上で約４割が、「行う」と回答していま

す。79 歳以下では、半数以上が「自身で状況を判断してから行う」と回答しており、49 歳

以下では、7 割以上となっています。 
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ＱＱＱＱ19191919----2222    「「「「②②②②自身で状況を判断してから行う」と回答した方、判断基準は何ですか（１つ自身で状況を判断してから行う」と回答した方、判断基準は何ですか（１つ自身で状況を判断してから行う」と回答した方、判断基準は何ですか（１つ自身で状況を判断してから行う」と回答した方、判断基準は何ですか（１つ

に〇）に〇）に〇）に〇）    

総数では、「身の危険を感じた」が 44.5％と最も多く、次いで、「避難情報のエリアが拡大

した」が 18.0％、「ニュースなどで災害の状況を知った」が 13.3％となっています。 

年齢別でみると、49 歳以下では、半数以上が「身の危険を感じた」と回答しています。ま

た、50 歳以上では、約２割が「避難情報のエリアが拡大した」と回答しています。 
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【その他の主な意見】 

自宅に居るほうが安全 自宅の方が安全な時は避難しない 

状況によっては、避難場所より自宅が高位 

マンション３階以上なので 

集合住宅の３階なので自宅に居る方が安全 

深夜に外に出る方が危険だと判断した 

誰かの指示に従う 村、地域の役員の指示に従う 

隣、近所の人と相談する 

他の多くの人が避難し始めたら 

周辺の状況を見て判断する 避難場所の方が河川に近いので、増水の危険を判断。 

市川の水位情報をインターネットで確認する 

地域の状況を判断して 

近隣で被害が出た場合 

避難場所への移動手段、道中の安全 

電気、ガス、水が止まったら 

天気が悪い時に避難所まで行けるか 

川の防災情報（サイト）で判断 

避難場所まで行くことが危ない 避難場所まで行くのがあぶない 

避難場所に行く途中が危険 

雨の時は避難場所に行くのが一番危険である 

自身が避難できない状況にある 障害者のため、その場所に行けるか 

身動きできるかどうか 

自分で動けるかどうか 

避難所が安全かわからない 自宅より避難場所が安全と思えたら行く 

避難所より自宅が安全だと思う為 
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ＱＱＱＱ20202020    避難場所などを知っていますか（それぞれ１つに避難場所などを知っていますか（それぞれ１つに避難場所などを知っていますか（それぞれ１つに避難場所などを知っていますか（それぞれ１つに○○○○））））    

避難場所 

総数では、「把握している」が 68.3％と最も多く、次いで、「なんとなく把握している」が

21.2％となっています。 

年齢別でみると、60 歳以上～79 歳以下では、7 割以上が「把握している」と回答してい

ます。 

    

    
    

    

避難場所までのルート 

総数では、「把握している」が 58.6％と最も多く、次いで、「なんとなく把握している」が

24.2％となっています。 

年齢別でみると、50 歳以上では、6 割以上が「把握している」と回答しています。 
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避難場所までのルート 

の危険箇所 

総数では、「把握している」が 36.1％と最も多く、次いで、「なんとなく把握している」が

31.8％となっています。 

年齢別でみると、60 歳以上～79 歳以下では、4 割以上が「把握している」と回答してお

り、若い世代は、高齢世代と比較して「把握していない」が多くなっています。 

 

 

ＱＱＱＱ21212121    災害時の指定緊急避難場所（市立小学校など）は、土砂災害、洪水、津波など、災害災害時の指定緊急避難場所（市立小学校など）は、土砂災害、洪水、津波など、災害災害時の指定緊急避難場所（市立小学校など）は、土砂災害、洪水、津波など、災害災害時の指定緊急避難場所（市立小学校など）は、土砂災害、洪水、津波など、災害

の種類によっては利用できない場合があります。自宅近くの指定緊急避難場所がどのようにの種類によっては利用できない場合があります。自宅近くの指定緊急避難場所がどのようにの種類によっては利用できない場合があります。自宅近くの指定緊急避難場所がどのようにの種類によっては利用できない場合があります。自宅近くの指定緊急避難場所がどのように

指定されているかを確認したことはありますか（１つに指定されているかを確認したことはありますか（１つに指定されているかを確認したことはありますか（１つに指定されているかを確認したことはありますか（１つに○○○○））））    

総数では、「確認したことがない」が 73.6％と多くなっています。 

年齢別でみると、高齢世代は、若い世代と比較して、「確認したことがある」が多くなって

います。しかし、「確認したことがある」と回答した割合が最も多い 80 歳以上でも、約 4 割

となっています。 
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ＱＱＱＱ22222222    姫路市では、防災に関する情報や避難所マップを掲載した「防災タウンページ」が平姫路市では、防災に関する情報や避難所マップを掲載した「防災タウンページ」が平姫路市では、防災に関する情報や避難所マップを掲載した「防災タウンページ」が平姫路市では、防災に関する情報や避難所マップを掲載した「防災タウンページ」が平

成３０年１０月頃に市内の全戸に配布されていますが、このことを知っていますか（１つに成３０年１０月頃に市内の全戸に配布されていますが、このことを知っていますか（１つに成３０年１０月頃に市内の全戸に配布されていますが、このことを知っていますか（１つに成３０年１０月頃に市内の全戸に配布されていますが、このことを知っていますか（１つに

○○○○））））    

総数では、「知らない、見たことがない」が 30.0％と最も多く、次いで、「内容を確認して、

保存している」が 25.2％、「保存しているが、内容を確認していない」が 22.7％となって

います。 

年齢別でみると、「内容を確認して、保存している」と回答したのは、60 歳以上では約３

割と多くなっていますが、49 歳以下では少なくなっています。「保存しているが、内容を確

認していない」と回答したのは、40 歳以上～59 歳以下で多く、「知らない、見たことがな

い」は、若い世代で多くなっています。 
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ＱＱＱＱ23232323----1111    住民が主体となった地域の防災訓練に参加したことがありますか（１つに住民が主体となった地域の防災訓練に参加したことがありますか（１つに住民が主体となった地域の防災訓練に参加したことがありますか（１つに住民が主体となった地域の防災訓練に参加したことがありますか（１つに○○○○））））    

総数では、「ない」が 72.0％と多くなっています。 

年齢別でみると、高齢世代は、若い世代と比べて、「ある」が多くなっています。39 歳以

下では、「ある」と回答したのは、約１割となっています。また、80 歳以上でも、「ある」と

回答したのは約４割となっています。 

    

    

    

ＱＱＱＱ23232323----2222    「「「「①①①①ある」と回答した方、どんな訓練に参加しましたか（複数に〇）ある」と回答した方、どんな訓練に参加しましたか（複数に〇）ある」と回答した方、どんな訓練に参加しましたか（複数に〇）ある」と回答した方、どんな訓練に参加しましたか（複数に〇）    

総数では、「避難訓練」が最も多く、次いで、「初期消火訓練」、「負傷者救助訓練」となっ

ています。 

    

    

    

    



33 

ＱＱＱＱ23232323----3333    「「「「②②②②ない」と回答した方、参加しない理由は何ですか（１つに〇）ない」と回答した方、参加しない理由は何ですか（１つに〇）ない」と回答した方、参加しない理由は何ですか（１つに〇）ない」と回答した方、参加しない理由は何ですか（１つに〇）    

総数では、「地域の防災訓練について、開催状況を知らなかったから」が 49.1％と最も多

く、次いで、「予定が合わず、参加できなかったから」が 28.0％となっています。 

    

    

    

        



34 

ＱＱＱＱ24242424    自治会や消防団に参加するなど、地域活動に参加していますか（複数に自治会や消防団に参加するなど、地域活動に参加していますか（複数に自治会や消防団に参加するなど、地域活動に参加していますか（複数に自治会や消防団に参加するなど、地域活動に参加していますか（複数に○○○○））））    

総数では、「していない」が最も多くなっています。 

年齢別でみると、「自治会」と回答したのは、50 歳以上～79 歳以下で半数以上となって

います。18 歳以上～29 歳以下では、「自治会」が少なく、「していない」が最も多くなって

います。また、80 歳以上でも、約半数が「していない」と回答しています。 

    

    

    

ＱＱＱＱ25252525    どんな訓練に関心がありますか。また、必要だと思いますか（複数にどんな訓練に関心がありますか。また、必要だと思いますか（複数にどんな訓練に関心がありますか。また、必要だと思いますか（複数にどんな訓練に関心がありますか。また、必要だと思いますか（複数に○○○○））））    

総数では、「避難訓練」が最も多く、次いで、「初期消火訓練」、「負傷者救助訓練」となっ

ています。 

年齢別でみると、「避難訓練」は全年代で多くなっていますが、18 歳以上～39 歳以下で

は、「負傷者救助訓練」が多くなっています。また、18 歳以上～39 歳以下では、回答数が

多いことから、訓練に関する関心度が高くなっています。 
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