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１．アンケート調査概要

（１）調査目的

（２）調査内容

① 台風18号時の避難準備情報・避難勧告・大雨特別警報の受信について

② 避難準備情報・避難勧告・特別警報の認識について

③ 台風18号時の区民への避難の呼びかけについて

④ 台風18号時の区民の安否確認について

⑤ 台風18号時の要援護者の避難援助について

⑥ 日頃の自主防災活動について

⑦ 今後の自主防災活動について

⑧ 台風18号時の各自主防災組織や各区の活動についての課題や意見等

（３）調査対象

自主防災組織の代表者または区長　　全143組織・区

（４）調査期間

平成25年10月21日～平成25年11月15日

（５）回答数

123組織・区

（６）回答率

86.0％（123/143）

（７）調査担当課

小浜市総務部生活安全課

台風18号時の各自主防災組織または各区における対応状況の把握および今後の防
災体制の検討のため。

本調査の質問内容の概要は、以下のとおり。詳細については、巻末のアンケート
調査票を参照。
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２．アンケート調査結果

①避難準備情報の受信について

1 できた 81 65.9%

2 できなかった 38 30.9%

無回答 4 3.3%

　計 123 100.0%

②避難勧告の受信について

1 できた 94 76.4%

2 できなかった 27 22.0%

無回答 2 1.6%

　計 123 100.0%

③大雨特別警報の受信について

1 できた 93 75.6%

2 できなかった 27 22.0%

無回答 3 2.4%

　計 123 100.0%

・調査項目のうち記述欄の回答文書については原文を基本としているが、長文の場合は、一部省略す
る。また、理解不明な文書や原文のままでは不明なもの等は、全部または一部省略等を行う。
・問８については、回答のうち代表的・特徴的なものを抜粋し、各項目別に大別し示す。
・パーセントは、端数処理上、合計が合わない場合がある。また、各グラフのパーセントは整数とす
る。

問１　台風18号時に、小浜市から音声告知放送やメールでお伝えした「避難準備情報」、「避難勧
告」、「大雨特別警報」について、情報を受けることができましたか。当てはまる番号に○をつけて
ください。（情報は、音声告知放送、メールなどで発信しましたが、いずれかで受信できたのであれ
ば、「1」に○をつけてください。）

できた 
76% 

できな

かった 
22% 

無回答 
2% 

できた 
76% 

できな

かった 
22% 

無回答 
2% 

できた 
66% 

できな

かった 
31% 

無回答 
3% 

避難準備情報・避難勧告・大雨特別警報の受信状況について、受信「できた」がそれぞれ65.9％・

76.4％・75.6％となっている。 
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①避難準備情報について

1 知っていた 59 48.0%

2 何となく知っていた 44 35.8%

3 知らなかった 19 15.4%

無回答 1 0.8%

　計 123 100.0%

②避難勧告について

1 知っていた 67 54.5%

2 何となく知っていた 43 35.0%

3 知らなかった 12 9.8%

無回答 1 0.8%

　計 123 100.0%

③特別警報について

1 知っていた 58 47.2%

2 何となく知っていた 43 35.0%

3 知らなかった 19 15.4%

無回答 3 2.4%

　計 123 100.0%

問２　「避難準備情報」や「避難勧告」、平成25年8月30日気象庁が運用を開始した「特別警報」の内
容や意味をご存じでしたか。

知ってい

た 
48% 

何となく

知ってい

た 
36% 

知らな

かった 
15% 

無回答 
1% 

知ってい

た 
54% 

何となく

知ってい

た 
35% 

知らな

かった 
10% 

無回答 
1% 

知ってい

た 
47% 何となく

知ってい

た 
35% 

知らな

かった 
16% 

無回答 
2% 

避難準備情報・避難勧告・特別警報の内容や意味の認識について、「知っていた」、「何となく知って

いた」を合わせると、それぞれ83.8％・89.5％・82.2％と高い数値となっている。しかし、重要な情報で

あるために正確に認識していたかという点をみると、「知っていた」がそれぞれ48.0％・54.5％・47.2％

と低い数値となっている。 
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1
組織的に避難を呼びかけ
た

12 9.8%

2
組織的ではないが、避難
を呼びかけた

26 21.1%

3
呼びかけをおこなってい
ない

81 65.9%

無回答 4 3.3%

　計 123 100.0%

・自主防災会の会長
・区防災委員会と区三役
・区長
・区長、副区長、自主防災会会長
・組織内自警団→会長・自警団長→防災班長→区民
・区長、区の理事、区の組長
・防災委員長
・消防自警団員、区長
・班長、区長代理、区長
・自警団班長、区長
・区長、区役員
・区長、区長代理、運営支援委員
・区の消防団員
・自主防災会役員
・区長、組長
・区長から各組長へ指示
・自主防災会会長から各班長へ指示
・自主防災組織本部長

問３　区民への避難の呼びかけについて、自主防災組織または区でどのように対応されましたか。当
てはまる番号に○をつけてください。

「1」または「2」に○をつけられた方にお聞きします。具体的に、誰が呼びかけをおこなったかを
記入してください。

組織的

に避難

を呼び

かけた 
10% 

組織的で

はない

が、避難

を呼びか

けた21% 

呼びか

けをおこ

なってい

ない 
66% 

無回答 
3% 

「組織的に避難を呼びかけた」、「組織的ではないが、避難を呼びかけた」を合わせて30.9％と低い数

値となっている。 
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1
組織的に安否確認をおこ
なった

13 10.6%

2
組織的ではないが、安否
確認をおこなった

40 32.5%

3
安否確認をおこなってい
ない

68 55.3%

無回答 2 1.6%

　計 123 100.0%

・副会長（避難誘導班班長）が避難困難と思われる人の確認
・区長が避難困難と思われる人のみ安否確認
・防災委員長が一人暮らしや老人に話しかけ。
・会長が、避難が困難と思われる人の確認。
・区内組長が近所のお宅の安否確認。

・区長が一人暮らし老人や避難が困難と思われる人のみ安否確認
・区長が床上浸水したお宅を安否確認。
・区長、副区長が全戸周辺の現場確認。床下浸水宅には個別に状況と安否確認を行った。
・自主防災会の会長と避難誘導班班長とで避難場所にいない人の安否確認をした。
・区長が区民全員の安否確認
・区長が一人暮らし老人の安否確認
・区長が独居老人で避難が困難と思われる人のみ安否確認。
・区長が徹夜で区内を廻り、避難場所の文化会館などで自区民の避難状況を確認。
・区長、副区長、自主防災会会長、区の組長が一人暮らし老人宅へ行き救出。
・区長と区の役員が区民全員の安否確認
・会長・区長共に被害の大きそうな地域の住民に対してのみ安否確認
・区長および区の世話役が地区内の状況や安否確認

・区長、区長代理が、一人暮らしお年寄り、水害を受けたお宅の安否確認。
・区長、消防団で地区内を確認
・自警団班長および区長

・区長が一人暮らし老人や高齢者世帯の安否確認
・各組長が一人暮らし老女の安否確認。
・区長、自衛消防隊員が一人暮らし老人の安否確認
・自主防災本部長が土砂災害の危険のある人を主に安否確認
・区長が水の被害を受けそうな家に電話連絡を行った。

・組長が一人暮らし老人の確認
・自主防災会会長（区長）が区民全員の安否確認。
・自主防災会会長（区長）が一人暮らしの方のみ安否確認。
・区長が被災したため、区長代行が安否確認。

問４　区民の安否について、自主防災組織または区でどのように対応されましたか。当てはまる番号
に○をつけてください。

「1」または「2」に○をつけられた方にお聞きします。具体的に、誰が誰の安否確認をおこなった
かを記入してください。

・区防災委員会と区三役がタイアップし、区内巡回し被害状況を把握、一人暮らし老人を
近くの寺に避難させた。

・自主防災会会長が班長に対して、一人暮らしの老人全員を区の避難場所へ避難させた。
次に二人暮らし老人宅に確認に行く。避難されていない家に確認に行く。

・区長および組長が、一人暮らし老人や避難が困難と思われる人に対して安否確認。状況
の応じ避難場所まで車で連れて行った。

・消防団員が独居老人宅と床上浸水屋の安否確認。区長は組長に区民の安否確認指示を出
し、報告を受けた。

組織的に

安否確認

をおこなっ

た11% 

組織的では

ないが、安

否確認をお

こなった 

32% 

安否確

認をおこ

なってい

ない 
55% 

無回答 
2% 

「組織的に安否確認をおこなった」、「組織的ではないが、安否確認をおこなった」を合わせて43.1％

と低い数値となっている。 
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1
組織的に手助けをおこ
なった

6 4.9%

2
組織的ではないが、手助
けをおこなった

24 19.5%

3
手助けをおこなっていな
い

86 69.9%

無回答 7 5.7%

　計 123 100.0%

・近所の方
・会長と班長
・区長
・区長が各組長に依頼
・防災班長
・区長と区の役員
・防災委員会役員、区長
・消防団員
・運営支援委員、区長代理
・自警団
・自主防災本部長、副本部長
・自主防災会会長
・区長、組長
・民生委員
・家族

問５　要援護者（障がい者や高齢者等）の避難について、区または自主防災組織でどのように対応さ
れましたか。当てはまる番号に○をつけてください。

「1」または「2」に○をつけられた方にお聞きします。具体的に、誰が手助けをおこなったかを記
入してください。

組織的に

手助けを

おこなっ

た5% 

組織的で

はないが、

手助けをお

こなった 

19% 

手助け

をおこ

なってい

ない 
70% 

無回答 
6% 

「組織的に手助けをおこなった」、「組織的ではないが、手助けをおこなった」を合わせて24.4％と低い

数値となっている。 
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1 おこなっている 70 56.9%

2 おこなっていない 53 43.1%

無回答 0 0.0%

　計 123 100.0%

1 防災訓練の実施 29

2 危険箇所の把握 41

3 要援護者の把握 33

4 防災資機材の整備 28

5 区民への防災意識啓発 29

6 その他 3

　計 163

「6 その他」の内容
・東部地区７区で防災訓練を年1回行っている。

・内外海自主防災準備委員会の啓発etcについて、区会で説明や協力の依頼

問６　自主防災組織や区で、日頃から自主防災活動（防災訓練の実施、危険箇所の把握、資機材の整
備など）を行っていますか。当てはまる番号に○をつけてください。（年に1回でもおこなっている場
合は、「1」に○をつけてください。）

「1」に○をつけられた方にお聞きします。具体的に、どのような活動をしていますか。当てはま
る番号に○をつけてください。（複数回答可）

・町内総会時に市より防災の講演を受けた。防災に関する案内（連絡網を含む）を全世帯
に配布

おこなっ

ている 
57% 

おこなっ

ていな

い 
43% 

0 10 20 30 40 50

防災訓練の実施 

危険箇所の把握 

要援護者の把握 

防災資機材の整備 

区民への防災意識啓発 

その他 

件数 

日頃の自主防災活動について「おこなっている」との回答が56.9％となっている。 

また、「おこなっている」と回答した組織（区）について、具体的にどのような活動をしているかたずね

たところ、「危険箇所の把握」が41件と最も多かった。 
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1 今後も活発に取り組む 17 13.8%

2
できる限り取り組む、または
取り組む方向で今後検討する

82 66.7%

3
必要性は感じるが、取り
組めない

8 6.5%

4 取り組まない 1 0.8%

5 わからない 11 8.9%

無回答 4 3.3%

　計 123 100.0%

・リーダー（自主防災会の会長）が毎年代ってしまう。
・市街地であり大きな災害がない。
・別組織をつくれるほどの人員不足
・区に役員や地区の係など重複して持っている人が多い。

・仕事を中断できない時が多い。
・区内の状況がわからない。
・どのように行えばよいかわからない。
・そのような体制になっていない。
・区長の職務が忙しいため、難しい。

・当区は、谷川も集落の中に通っていないので安全と皆思っている。

「3」または「4」に○をつけられた方にお聞きします。その理由を記入してください。

問７　災害対策は、行政による「公助」はもとより、住民一人一人が自発的に行う防災活動である
「自助」や、自主防災組織をはじめとした、地域の住民が連携して行う防災活動である「共助」が重
要ですが、これらの自主防災活動について、どのように取り組まれますか。当てはまる番号に○をつ
けてください。

・事象により判断が変化するため、区民への指示までは困難。（避難中のけが等の責任は
どこにあるのか？）

・他地区にはあると聞いていますが、活動がない状態ですし、やりにくいという意見があ
りますので、ただいま検討中。集落等での話（各団体代表）はしているのですが。

・具体的なイメージがわかない。（理由：世帯数が多すぎる。リーダーシップをとる者の
選出方法。自主防災組織がない。etc）

今後も活発

に取り組む 
14% 

できる限り

取り組む、

または取り

組む方向で

今後検討す

る 67% 

必要性は感

じるが、取り

組めない 
6% 

取り組まな

い 
1% 

わからない 
9% 

無回答 
3% 

「今後も活発に取り組む」、「できる限り取り組む、または取り組む方向で今後検討する」を合わせると、

80.5％と高い数値となっている。 

また、「必要性は感じるが、取り組めない」、「取り組まない」と回答した組織（区）について、理由をた

ずねたところ、「リーダーが毎年代ってしまう」、「どのように行えばよいかわからない」、「具体的なイ

メージがわかない」などの回答があった。 
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※回答のうち代表的・特徴的なものを抜粋し、各項目別に大別し示す。

問８　台風18号時の各自主防災組織や各区の活動についての課題や意見等があれば記入してくださ
い。

○各活動に関すること 
・雨カッパ（丈夫な物）等を備えておく必要性を感じた。 

・台風１８号の時、大雨特別警報を受け、どうしようか迷ったが、深夜のことであり、各家

庭に通報することはやめた。他地区では、危険箇所をチェックしたり、高齢者に声掛けをし

た地区もあったそうで、当方の対応が正しかったのかどうかわからない。今後は防災意識向

上に努めたいと考えている。 

・自主防災組織はあるが、うまく機能していない状況にある。 

・当区では、明確な避難場所や要援護者リスト等、具体的な活動内容が決まっていなかった。

今後、台風１８号で得た経験をもとに、活動内容を考えていきたいと思う。 

・区の一部が床下浸水した家もあり、見回りはしたものの消毒液が必要とされていることに

気が付かなかった。班長を通じて、被害の有無などの確認等、今後連絡網などを取り決めた

いと思う。 

・緊急放送や気象情報から「災害の可能性あり」と判断し、区民からの連絡に対して待機し

つつ、区の集会所を開け、意見交換と避難の場を確保。公民館や地区区長会代表メンバーへ

の相談等を行った。区民の避難は≪未明時で災害発生直前時期のおお荒れ状態では自宅待機

が得策≫との共通認識を交れしつつ、最も風雨の激しい時間帯を地区の集会場でただひとり

待機していた。未明の風雨が最高潮の折の連絡や独居者への伺い電話は普段のマナーとのか

ねあいではばかられた。自分自身にしろ、各町代表者や世話役の方にも「行ってくれ。確か

めてくれ。」と依頼を発することが危険性を危惧して、はばかられた。災害をせまりくる危

険性の中で未然に直前に防ごうとすることはかなり無理である。」 

・自主防災組織の活動は何もしていない。平時と災害時に分けて組織の実動ができるよう自

警団などと話し合いたいと思っているが、役員の意識の盛り上がりが必要。実効的な指導的

な立場の顧問のような人を常設するような市の取り組みを希望する。 

・災害が発生するまでの予測が、避難することに重要と考えられた。また地区全体が危険地

域であるため避難場所の確保や防災に対する知識、避難マニュアルが必要と痛感した。 

・共助という点では、概ね動きがとれていると思うが、区民一人ひとりの自助という考えが

不足しているように思う。今後はそちらの方で考えていきたい。 

・小集落なので、役員が不在で話し合う時間がとれなかった。役員の役割分担等、事前に決

めてあるが、実践できるよう訓練する必要性を感じた。 

・自主防災活動はやるべきであるが、災害時において、判断を下すことに責任があるので、

なかなか難しいと思う。結局、個々人の判断にまかせる事になるので市として自治会への説

明時は、情報・指示の責任がどこにあるのか明確にしておいて下さい。はっきり言って、区

長に、問３～問５のような対応の義務はありません。 

・今後の対策としては、安全な段階で安全な場所へ移動する。地域防災リーダーを作る。 

・各個人の防災に対する意識が必要。お互い助け合う意識が必要。 

・安否確認方法の検討要。携帯電話の充電アダプターの整備が必要。土のうの砂不足発生し、

個人宅、小学校より借用したが検討要。各集落でのマップを作成する準備を進めている。 

・深夜に役員の招集をかけたが、就寝中で連絡がとれない者が多かった。台風等が近付いて

いる場合、役員は危機感を持ち、万一に備えるという意識の定着を図っていく必要がある。 

・危険箇所の把握と避難場所は早めに決めておく必要あり。 

・区としては、連絡網の作成と会館を対策本部として活用し、すみやかに行動をとれる体制

にしていきたい。 
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 ○避難に関すること 
・異常な荒天に中で、避難勧告を出すと一人暮らし老人は大変不安を感じる。市内各所どこ

でも同じ状態ではないので、各区長にまかせるような指示も必要。 

・避難所への避難人数が何人ぐらい収容できるか教えてほしい。 

・夜間の避難は危険を伴うため、避難が必要な状態になっても、①家の２階への退避、②さ

らに状況が悪化したら明るくなってからの避難の順で対処することを打ち合わせしていた。 

・夜中に避難勧告が出ても、高齢者、子どもが避難することは危険である。出来るだけ昼間

に出せたら良いと思う。 

・独居老人等の割合が多い地区については、区民のみでの対応に限界があると思うため、避

難勧告を出す場合は、明るいうちに出した方がよいと思う。 

・夜間では、とても３００世帯に連絡をとるのは不可能に近い。南川に沿って住宅があるの

で動くのも危険。建物はしっかりしているものの、健康管理センター、県立図書館等、南川

に向かって避難することに少々不安と疑問を感じる。 

・指定されている避難場所をもう一度見直し、より早く安全に避難できるよう対処してほし

い。 

・深夜２時００分すぎに、役員等と避難を呼びかけるかどうかを相談したが、すでに道路と

水田等との見分けがつきにくいくらいの水量となっており、避難の危険性を認識し、避難の

呼びかけをしないと判断した。（避難所への避難状況も確認の上）近くの避難場所の周囲が

冠水していたことも避難を呼びかけにくい理由となっている。 

・河川は氾濫し、風雨は強く、避難できる状態ではなかった、夜明けを待っての活動しかで

きないことをあらためて確認した 

・実際に避難が必要なときに、特に高齢者の避難は、避難所まで車で移動できないと難しい。 

・避難場所までが遠く、河川や山等があり危険な箇所を通行するおそれがある。 

・区民の避難ルート、場所の選定が難しい。 

・小学校の和室の開放を中心に考えていただかないと、高齢者等に避難をすすめにくい。 

・当区は、①深夜から早朝にかけての連絡であったこと。②当区が他区に比べて背後に地す

べりの可能性を持つところがないことと、比較的に高所に立地していること。以上の理由に

より避難勧告を受けたにも係わらず、行動には移さなかった。下手に避難を強要すれば返っ

て被害、それも人的被害を生ずる観点からあえて行動に移さなかった。 

・当区より避難場所近くの方が、道路冠水がひどく、区民に避難を呼びかける方が危険を伴

うと感じた。避難場所の再考が必要と感じた。 

・台風１８号は夜中であり、防災訓練の時には夜中の避難はさけて、家の中で一番高い所に

避難するように訓練でうったえた。 

・避難勧告時の道路状況、時間帯を考え併さないと、二次災害が発生するリスクが高くなる。 

・午後１０時３０分頃から自主的に避難準備を始め、避難場所である小学校を午後１１時前

には開設してもらえたのがとても助かった。避難所である小学校には、防災無線がなく、テ

レビもなく、情報は携帯からのみであり、市の様子や状況が把握しにくかった。体育館のト

イレは男女兼用で問題（不都合）があった。毛布が不足した。 

・避難所を開設して頂き、区民がお世話になり有難うございました。 
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【各活動について】 

台風18号を踏まえて、各組織・区の活動についての課題等の記述が多くあった。記述の中には「災

害が発生するまでの予測が、避難することに重要と考えられた」と非常に重要な意見もあった。 

【避難に関すること】 

荒天かつ夜間における避難の困難さを訴える記述が多くあった。家の２階へ退避するよう対処したこ

とや、避難する方が危険と判断したことなど、参考となる意見があった。また、避難勧告、避難場所

（所）などについての意見があった。 

【情報の関すること】 

情報が入らなかったことや、市からの情報が遅いとの意見があった。 

○情報に関すること。 
・情報は、「言いっ放し」で済まないように伝わったかどうかを確認する手段も講じておく

必要がある。 

・区会館にて防災委員や区三役を集合させ対応を行ったが、外部からの情報がまったく入ら

ないため大変困った。 

・浸水場所等は地図で逐次、チャンネルオー等で周知をお願いしたい。 

・テレビの情報で避難等を行った。市からの放送が少し遅い。 

・第一報は区長に直接入るような方法を考えてほしい。就寝中は、メール、音声告知放送は

気が付かない。 

・市の災害対策本部が設置されていたが、堤防の決壊についての情報がなく、不快であった。

特に孤立状態になると、外部からの情報が唯一大切である。 

・細かい冠水情報がほしい。 

・市から出される避難準備情報等は、当区にとっては遅すぎで、自主的に判断して動く必要

があると実感した。 

・夜間の避難勧告放送が聞こえない家があった。→ボリュームを小にしていても聞こえるよ

う放送してほしい。 話し方が早くわからなかった。→放送者を決め、練習をするなど、準

備し良くしてほしい。 全市民への連絡はあるが、個々区長会、自主防災会への連絡は一切

ないので、各団体組織への何らかの連絡が必要。→各区、各防災会は自主的にやっているが、

何らかの活用、連帯が必要と思う。公民館窓口でもよいので。 

 

 

○その他 
・区長が、消防団、行政の職員の場合、災害時の自主防災組織としての活動ができないため、

役割分担を考えていかなくてはならないと思う。 

・防災意識がまだまだ低いような気がする。意識高揚のために東京都等で行っている市民参

加の訓練を考慮したらどうかと思う。 

・災害後の迅速な対応ありがとうございます。特に都市整備課、農林水産課については、本

当に感謝です。 

・本当に危険な場所や状況を教えほしい。例えば北川の堤防が漏水しているため、水位うん

ぬんではなく危険だと感じているが、個人差（危険度を感じる）があるため、大丈夫だろう

と個人で判断している。市から危険なので「早めに避難しろ」と通知すれば、助かる命はた

くさんあると思われる。ハード整備が予算上難しいなら、過剰なソフト整備は仕方ないので

はないか。 

・土砂堆積が多くあったため、個人のショベル（バックホー）等の重機で作業を行った箇所

があった。しかし、市は「リース以外の重機使用については補助しない」という方針との事。

緊急時の対応として、少しでも補助していただければと思う。緊急時だからこそ共助で対応

を行った。 

・区長代理が市職員のため、市の担当場所へ出かけ不在となり、区の活動を行うことができ

なかった。今後の課題。 

・区内の被害状況の把握及び見回り、土のう積は当然実施し、その後被害状況について市対

策本部へ連絡したが、本部直通の電話もなく、取り次ぎではダメだと思う。また、地区担当

も決めてないので、連絡するたびに担当が変わり非常に困った。今後、有事の際には組織体

制を整備してほしい。 
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