
外出先での防災意識に関するアンケート調査結果 

 

１調査目的 

従来、自宅や学校・職場などにおける防災対策は、自主防災組織をはじめ、各企業など

で地域防災計画や消防計画を作成し事前対策が取られてきた。 

その中で、今年３月の東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）は午後２時台に発生し、

各地域でも多くの方が自宅以外で被災し、帰宅困難者が各地で発生するなど、外出時（宿

泊施設・店舗・駅など）の防災対策により、被災程度も大きく異なる結果となった。 

今回の市政アンケートでは、大きな地震等災害に対する市民の意見等を伺い、従来から

外出先の施設などで制度化されている防火・防災管理の指導内容等を検証し、予想される

東海地震に備えるべく実施した。 

 

２調査対象 

 市政アンケートモニターとして委嘱した市内在住の男女１００人 

内 訳： 

性別 男性 女性 

人数 42人 58人 

 

年代別 20代 30代 40代 50代 60代 70 代以上 

人数 8人 31人 28 人 11人 12人 10人 

 

 

 

３調査方法 

 インターネットによるアンケート調査 

 

４調査期間 

 平成２３年７月５日（火）から平成２３年７月１５日（金）までの１１日間 

 

５回収件数 

 ９８件（９８％） 

 

６担当課 

 消防局消防部予防課 

 

 

 

 



７調査結果 

問１ デパートやホテル等への外出時、大きな地震が発生することなどを想定して何

か事前に心がけている対策等はありますか。 

①ある 

②ない 

 

 

補問 問１で①と回答した方に伺います。 

どんなことを心がけていますか。（複数回答可） 

① 外出先での避難経路の確認 

② 外出先での避難場所の確認 

③ 非常連絡方法の確保（家族間で災害伝言ダイヤルの利用方法を確認しているなど） 

④ 外出先を家族に伝えるなど所在地を明確にしている 

⑤ ラジオやテレビなど災害情報の入手方法の確保（非常用ラジオ・ワンセグテレビ（携

帯電話）を常時携帯するなど） 

⑥ その他 

 

《その他意見》 

・とりあえず過ごせるように試供品などもバッグに入れてある。 

・飲料水、非常食の携行、懐中電灯、寝袋の携行。 

・簡単な食品（栄養補助食品など）持ち歩く。 

・大震災以降、帽子を常に携行するようになった。 

・宿泊する場合は、すぐに逃げられるよう、常に荷物をまとめておく。 

 もしも災害にあった時、落ち着いて行動できるように心構えをしておく。 

・災害用伝言ダイヤルで家族、親類などと早急に確認し合いたいと思っている。 

 

 ①ある  ②ない 



【問１の考察】 

 「外出時」に震災対策を考えている人が 5 割強であった。特に、今回の東日本大震災

は、午後の 2 時台に発生したことから、帰宅困難者が多く発生するなど、「外出時」の

震災対策の必要性がクローズアップされている。 

 今後、「外出時」の震災対策については、必要性を広報するとともに、わかりやすい

避難経路・場所の案内の提示を事業所等へ働きかけていくべきと考える。 

 

問２ 外出先の施設で大きな地震が発生し、警察や消防などから救援の手が届くまでの

間、発災直後の現場で、あなたはどのような対応をとりますか。（選択肢は１つ） 

①自分のことは自分で何とかする 

②その場の誰かがリーダーシップを取り、周りの人たちと協力し対応する 

③自主防災（自治会や町内会等）を主体とし、組織的に対応する 

④施設（企業・事業所等）の防災対策により、組織的に対応する 

⑤その他 

 

 

《その他意見》 

・家族で事前に相談して決めた集合場所へ移動する。 

・施設の指示に従うのが原則ですが、その場の状況判断で別の行動をとるかもしれませ

ん。自分の身は自分で守らなければならないと思います。 

・まず、家族に携帯電話などで連絡をとり、不可能な場合は、その場の防災管理者の指

示に従い、周りの人たちと協力して対処する。 

・施設の管理者の指示を聞きながらも自分の判断を優先させる。 

・子供の無事を確認する。 

・震度 5 以上の地震があった場合には速やかに職場に向かうことが求められているので、

ただちに職場へ向かう。 



【問２の考察】 

 外出先で震災が発生した場合、約半数の人は、施設ごとの組織的な対応が必要と考え

ている。しかし、各事業所において、大規模な施設等にあっては、防災管理制度によ

って法令で震災対策を行うこととなっているが、それ以外の施設においては事業種別

によって特段の指導もないのが現状である。 

 避難場所について、公共施設だけでなく、民間事業所等でも帰宅困難者の受入可能な

施設の紹介や、小規模でも食糧、休憩所など、部分的に震災時に役立つ情報を提供す

るなど、より多くの震災対策を検討する必要性がある。 

 

問３ 外出先などで利用する施設の管理者に対して、一番に取り組んで欲しい防災対策

はどのようなことですか。（選択肢は１つ） 

①避難経路を明確に表示する 

②避難場所を見易い場所へ掲示する 

③館内放送などによる災害に関する情報提供 

④施設利用時の案内に防災対策情報などを盛り込む 

⑤係員等の防災教育の徹底 

⑥地域の自主防災（自治会や町内会等）や他の施設との連携 

⑦その他 

 

 

《その他意見》 

・本当に安全である避難場所を確保すること。 

・上記のような機能が果たせるよう非常用電源などを確保し、震災時に本当に機能する

準備をしてほしい。 

 

【問３の考察】 

 係員等への防災教育の徹底を求める意見が最も多く、災害時に施設係員が率先して防

災活動を行うことを市民は望んでいる。それ以外では、災害に関する情報提供の館内

放送や避難経路を明記するなど、災害情報提供の提供を施設管理者に求めている。施

設の管理者には、これら内容を踏まえ、防災対策についてのソフト面の大切さを訴え

ていく必要がある。 



 

問４ あなたが非常時に取り扱うことができる防災設備（器具）は何ですか。 

（複数回答可） 

①非常警報器具（拡声器、メガホンなど） 

②非常警報設備（非常ベル、放送設備など） 

③各種消火器 

④屋内屋外消火栓設備 

⑤動力消防ポンプ 

⑥避難器具（つり下げはしご、緩降機、救助袋など） 

⑦なし 

 

 

 

【問４の考察】 

 多くの施設に設置されている各種消火器を、半数以上の人が非常時に使うことができ

ると回答しているが、ビルなど比較的大きな施設に設置されていて自衛消防の消火活動

として最も効果のある屋内外消火栓にあっては、使用できる人が一割に満たない結果で

あった。 

 これら結果について、各種消火器にあっては地域の防災訓練など多くの訓練機会があ

るが、屋内外消火栓等については、一部の事業所の自衛消防訓練に限られていることが

考えられ、今後は希望に応じ、各施設に設置されている各種防災機器（施設）の取扱い

を一般の人が学べる研修会を設けるなどの訓練指導機会の見直しが必要である。 

 

防火・防災管理制度について 

   一定規模以上の施設（建物）には、消防法により、火災や地震災害等への対策とし

て、「防火管理制度」と「防災管理制度」が適用されています。更に、大規模な施設

（建物）には、安全基準を確認する点検制度が設けられ、基準を満たした施設（建物）

は、安全である旨を表示することができます。 

 

 



問５ あなたは、火災の発生を未然に防止し、かつ万一火災が発生した場合でも最小限

度にとどめるため、必要な万全の対策を樹立することを目的とした「防火管理制度」

があることを知っていますか。 

①知っている 

②知らない 

 

 

 

問６ あなたは、火災以外の地震や毒性物質の発散その他特殊な災害（核、生物、化学

及び放射能事故等）による被害の軽減のため、一定規模以上の大規模・高層建築物

等について、地震に対応した消防計画の作成など、地震災害等に対応した防災体制

を整備するための「防災管理制度」を知っていますか。 

①知っている 

②知らない 

 

 

【問５、問６の考察】 

 防火・防災管理制度ともに、6 割以上の人が制度自体を知らないという結果であった。 

 制度の有無はもとより、多くの人に制度を理解してもらい、防火・防災管理者が実効

性のある制度運用ができるように広報し啓発を実施する必要がある。 

 

 

問７ 消防法令により、一定規模以上の建物に対して適用される点検制度を知っていま

すか。 

①防火対象物定期点検報告制度のみ知っている 

②防災管理点検報告制度のみ知っている 

③防火対象物定期点検報告制度も防災管理点検報告制度も知っている 

④どちらも知らない 

 



 

 

補問 問７で①～③と回答した方に伺います。（複数回答可） 

   防火対象物定期点検報告制度及び防災管理点検報告制度で、点検基準に適合し

ていると認められた場合の、安全基準を満たした旨を明記した表示（基準点検済

証又は優良認定証）をあなたはいくつ知っていますか。 

①防火基準点検済証を知っている 

②防火優良認定証を知っている 

③防災基準点検済証を知っている 

④防災優良認定証を知っている 

⑤ひとつも知らない 

 

 

 

 

【問７の考察】 

 点検報告制度を「どちらも知らない」という人が 54％と多く、点検報告制度のいずれ

かを知っている人でも、表示制度については、５割以上の人がいずれの表示制度も知らな

いという結果となった。 

 点検報告制度並びに表示制度を広報するとともに、表示（基準点検済証又は優良認定証）

している建物を公表するなどの市民サービスが必要であると考えられる。 

 

 



問８ 防火・防災管理制度に対する意見、要望等がありましたら、ご自由にご記入くだ

さい。 

 

【制度に関する意見】（１５件） 

・消防法令がよくわからない。静岡市ではどのような取り組みをしているか知りたい。 

・管理制度自体知らなかった、町内会や学校など地域ごとに講習などを義務化してはど

うかと思う（町内会の組長は毎年交代するので義務化すれば順番に講習をうけるので）。 

・制度に関しては、特に大きく取り上げられることもなく知るすべがなかった。また、

専門に勉強をしているわけでもないので、難しいことは理解するのに時間と手間がか

かってしまうと思う。制度をやさしく・わかりやすく広くみんなに知ってもらえるよ

うにもっと広めてほしい。そこから、一般の人でも見えてくるものがあると思う。 

・具体的にどれぐらいの大きさの建物が該当するのか知りたいです。また、点検を受け

ている建物なのかどうかを、一般人が判断できる方法を教えて欲しいです。 

・そういう管理制度がある事も知らないし、どんな制度かもわからないので意見できま

せん。防火・防災についての意見としては、原子力発電所の津波への対策強化と津波

避難用の高いビル等が欲しい。  

・定期的な建物の防火点検は目の前で見たことがありましたが、認定証の制度は知りま

せんでした。消防法により、部屋に定員があることくらいしかしらないので、これか

らちょっと気をつけて、いつでも避難場所、経路を意識したいと思いました。 

・職場に勤めていた時は、よく聞いた言葉ですが、まだまだ市民には浸透していない

ようです。あまり細かい決まりより、いざという時に効果を発揮するような制度であ

って欲しいと思います。 

・そういう制度があるとは漠然と思ってはいましたが具体的な事は何も知らず、いざ非

常事態が起きた時はその制度、またそれを行う方達に命を委ねる事にもなりますので

防災教育の徹底(想定している以上のレベルで)は心よりお願いしたいと思います。また、

そういう防災対策の内容も出来ましたら利用者にも色々な形で教えて頂けると非常時

にスムーズに行動出来るのではないかと思いました。 

・防災対象物定期点検報告を守っていない所有者が多いと聞いていますが行政の管理監

督をしっかりやって利用者が安心して利用することが出来るよう指導していただきた

い。 

・防火・防災の法令になると言葉の意味の理解が難しかった。 

・防火・防災に関する制度を整える時にマニュアルが作られ、マニュアルに沿った対応

が求められます。しかし、今回の東日本大震災ではマニュアルが全てではないことが

あったと思います。マニュアルも大切ですが、臨機応変な対応も必要であることを周

知してもらいたいです。難しいでしょうがマニュアル主義 の弊害も考慮すべきだと思

います。 

・Ｑ７の問いの、一定規模以上の建物の点検制度についてですが「知る機会」がない。

しかし、漠然とですが、人がたくさん集まるから、それ相当の点検報告制度はあるだろ

う位しか思わず、いつも安全な場所のひとつであると信じている。 

・「防火・防災管理制度」について、関連する制度があるようですが、あまり知らなさ



過ぎて不安に思ってしまいました。この制度を知っているか、知らないかで、もしも

の時に生死に大きく関わってきたりするのかと思うと、本当に不安です。 もっと身近

に制度が見えてくるといいと思います。 

・防火・防災管理制度は今まで知りませんでした。今度、外出先の施設等で、どこに表

示がされているのか確認してみたいと思います 。一定規模以上の施設と説明にありま

すが、具体的な例が示されていればなおわかりやすいかと思います。今の状態だと、

どんな施設がそうなのかな？と疑問に思います。 

・今回の東日本大震災では、普段の防火・防災などのリーダーの指示に従うよりも、

各自が機転を利かせた方が助かった人が多いと報道されています(実際はどうかわか

りませんが)。今回の地震の様に想定をはるかに超える震災にでもきちんと対応できる

制度が必要だと思います。 

 

【研修・訓練に関する意見】（１１件） 

・防災設備器具を取り扱うことができないので、身近で訓練できればと思います。 

・学校教育に取り入れてください。特に市民が使用することの多い大規模施設等などへ

は行政のチェックをしっかりと行ってください。 ホームページ等で市民向けの情報提

供をお願いします。 

・自治会単位で勉強会等を実施する機会があれば是非実施するべきだと思います。浅く

広くでもいいと思います。 

・勉強不足で恥ずかしいです。各地区でセミナー等あれば嬉しいです。 

・町内で防災・災害の訓練を年に１度実施しているが、関心が低く参加者が尐ない。制

度で何かできないか考えてほしい。 

・わが身に降りかかる事を、漠然としか考えられませんでしたが、今回の東北地震で日

本全体が 1 つの危機感が必要であると感じました。訓練を実施し広報するなど、具体

例を出して考える機会を民間に与え、関心度を高めていただきたいと思います。 

・防災訓練がとても重要だということが、東北の震災で明らかになったと思うので、防

災訓練を積極的にやるようにして欲しいです。そして、学校等ではその重要性を教え

るようにした方がいいと思います。 

・訓練済みの掲示を義務つけたらどうですか。 

・百貨店で働いていた時は訓練がありましたが、他ショップではなかったし、その時ど

うすればいいのか等の話も出た事もなかったです。制度があっても徹底できていない

のが現実なので、何か、いい方法がないのかと思います。そんなお店もたくさんある

だろうから、自分の身で守れることはできるだけやろうと、電気・ガスなどの管理も

しっかりしています。 

・防火・防災管理制度があることは知っていますが詳しくはしりません。資格を取得す

ればいいではなく、マニアルばかりでもなく、とっさの判断力の育成、強化が必要と

思います。 

・東北大震災以降、特に地域毎の津波避難訓練の必要性が叫ばれるようになってきたが、

地域(自治会)によっては関心の薄い所があり、早急に善処を図る必要があると痛感して

います。さらに避難場所等の表示を明記するなど問題点を挙げ、それらを改善して被



害を最小限にするよう市民全体で努力することが必要と考えます。市側より各自治体

の状況を確認して公表して欲しいと思います。 

 

【広報に関する意見】（１５件） 

・市民に分かりやすく教えてもらえる広報物などあったら下さい。 

・工場の技術員をしていました。特に液体系の化学薬品を使った生産ライン等液がもれ

たら作業員が火傷したら・・・など考えました。そういった事は社内教育をされてい

ることもあるかと思いますが、使用量や気化したとき、爆発の危険などを近隣に説明

していたような記憶はありません。（全ては使用量によりますが）そういった事を全て

話すのは、余計な心配を増やしすぎる可能性もありますが、自治体からインターネッ

トなどで、情報が欲しい人には近くの工場で起きうる災害後の事態を知る権利が欲し

いです。 工場以外でも汚水処理場などから異臭が！！なんてことは考えられるのでは

ないでしょうか？ そういった情報も盛り込んだ上で、家族が万が一の避難先を選定し

たいと本当は思っています。 

・いつどこで発生するかわからない震災に対し、日頃から意識して行動したり、目にで

きるような看板・マニュアル等がある場所を店舗に置いたり、ＴＶで放送してほしい。

例えば、朝・晩の決まった時間に防災・震災対策の放送をする（長時間ではなく、3～

5 分等にして記憶に残る内容にする。もちろん事前の呼びかけも忘れない。） 

・いろいろな制度が作られていると思われますが、一般市民への認知は低いと思われま

す。その認知方法が重要と考えます。 

・自分の家や職場の「土地の高さ」を知らないので（調べることはできるとは思うが）

広報紙に載っていたらいいなと思う。 避難所となっている小学校の体育館も実際行っ

てみたら案外古く、狭かった。地域の住民全員が入ることができるのか？と疑問に思

った。そういう情報も知りたい。 

・広報紙などで、外出時に地震や災害などに遭った時の対応方法を教えて欲しいです。 

・防火・防災管理制度そのものを知らない人が多いと思います。どのような制度なのか

を市民に周知し、施設にはどのような対応をしているかを利用者の目に付くところや

パンフレットに掲示したらよいと思います。 

・防火・防災管理制度は、企業等が対象だと思いますが、一般家庭における防火管理に

ついてもっと詳しく市民に広報を徹底して欲しいと思います。 

・広報誌などで、もっと防災情報を発信して欲しいです。 

・今回、知らないことが多すぎたので、学校や幼稚園や子供達を介して広報紙に目立つ

ように載せていただけたらと思います。 

・どちらも知らなかったのですが、同じように知らない人に今後広めていけるように回

覧板などで宣伝してほしいです。 

・自己は、企業内で防火・防災管理制度について学びましたが、一般的には知られてい

ない様に思われますので、もっと広報アピールしたらいいのでは？（既に対処されて

いるかも知れませんが） 

・海岸近くに住んでいるため、津波被害が心配です。３．１１後に防災対策に関して変

わったこと、ハザードマップの見直し等が行われていたら教えていただきたいです。



情報公開をまめにしていただけると助かりますし、防災への意識も高まります。 

・私が知らないだけかもしれませんが。 わかりやすく制度の説明があるといいなぁと

思います。 

・知らないことが多く、危機管理に対する意識が低いと思いました。非常口くらいしか

気にしていなかったので、みんなの意識が高まっている現在、制度の内容を分かりや

すく普及してもらいたい。施設のマップや案内には掲載されているのでしょうか? 

 

【自衛消防・自主防災に関する意見】（１３件） 

・制度だけでなく、実際に機能できる組織作りを期待しています。 

・今回のアンケートでいかに自分が防火対策に疎いか実感しました。 

・火災や地震などは、いつ発生するかわからないので、各店舗などには係員、店員など、

避難誘導を適切にできるよう徹底指導をしてもらいたい。 

・自分たち大人のことよりも、子どもたちのことが心配なので、子どもたちが出入りす

ると思われる場所から、防災対策を完璧にしていって欲しいです。学校での指導も徹

底してください。 

・静岡市美術館に私も行きましたが、防災の時の避難口が解りにくい事。静岡市も、3

月 11 日の東北地方の地震の時は大きく揺れました。外出時に大きな施設に居た時、先

ず避難口が解りやすい表示が必要だと思います。 

・非常事態に備え、的確な状況判断ができ、施設内の人々を安全に誘導できる防災員を

各施設に常備して欲しい。東北の人たちの、震災後のたくましさや優しさを静岡市民

も見習って、いざというときには行動したいと思います。最後に、市民データなどの

保存をしっかりとして欲しい。震災後のデータ収集などがスムーズにできるように宜

しくお願いします。 

・自宅では、自分なりに準備等しているつもりですが、外出時のことも対策をしたい。

それに伴い、デパートや商業施設等々もしっかり対策をして欲しい。 

・外出先での特殊なケースの想定も重要と思いますが、今回の震災をテレビで見ていて

感じたのは、地域・自治会の連携です。今住んでいるところの自主防災といっても、

年１回の倉庫の点検と役員による形だけの訓練でしかありません。また、曲金という

比較的街中に住んでいるにも関わらず、自治会役員の高齢化が進んでおり、実際に有

事の際には機能しないと思います。何か、自治会組織が本気で防災に取り組むきっか

けが欲しいものです。防災と考えると難しいですが、訓練でテントを建てて発電機を

動かすついでに、地域のみんなでＢＢＱをやっちゃおう！くらい軽い乗りで実施でき

ると良いでしょう。 

・避難経路は、ホテル等では各部屋に張り出すだけでなく、廊下にも必要だと思う。商

業施設では、非常事態でも慌てないように、施設案内のパンフレットに明確でわかり

やすく記載する事も必要だと思う。 

・一定規模以上の施設の責任者は、施設の防災対策は勿論、従業員の防災教育にも十分

力を注ぐべきであると思う。特に、一般客が出入りする施設においては、従業員の防

災教育はより重要になると思う。正規従業員が尐なく、パート従業員が多い近頃、有

事の際、従業員がお客にどの程度的確な指示を出せるかは疑問に思う。一般客が出入



りする施設の従業員教育も重要であると考えます。 

・外出先の建物や施設等は、わからないことが多い。その場所の係員等が災害時にどの

ように動くべきかを把握して、的確な指示が出せるかどうかが一番だと思う。 自分た

ちは自分たちで、それをあてにしすぎず、自分の身を自分で守れるようにすべきだと

思う。 

・防火・防災管理制度は、地域に密着し体制が必要である。したがってもっと地域の自

治会とタイアップしていく必要がありそうである。 

・家周辺にいる時のことは、いろいろと想定していましたが、言われてみて外出中に災

害にあった時のことを深く考えていなかったなと感じました。とはいっても、珍しく

遠くに外出した時には、土地的な情報などほとんどないままに家族の命や周りにいる

人達の命をできるだけ守らなくてはならない事を考えると、誰がみてもわかりやすい

場所にわかりやすい表示や、わかりやすい放送を流してもらうなど、土地勘がない人

達でも動くことができるような体制を作るのは大事なことだなと思いました。 

 

 

【その他】（１５件） 

・このアンケートを通じて、日常の防火防災管理に関心を持ちたいと思います。 

・以前から、宿泊時など、避難経路の確認をしてきました。震災を機に、外出先でも気

にするようになりました。 

・私は結婚以前、防災の仕事をしていましたが、地震に関するもので、消防については

意識が低いことを回答しながら感じたので、これからはそちらにもアンテナを張って

いきたく思いました。 

・事故が起きると点検を見直しすることが多いが、起こる前に常に点検してほしい。 

・外出先で防火意識を持ったことはあまりなかった。制度のことなど、よく知りたい。 

・私は西島に住んでいます。先日の東日本大震災の際、津波避難勧告が発令された場所

です。 まだ幼い子供が２人いたので、葵区の方へ車で避難しました。しかし、夜にな

っても避難勧告が解除されなかったので、葵区の小学校や市の施設で開放していると

ころが無いか、市役所に確認したところ、「避難勧告区域の施設しか開放していない」 

「西島の最寄りの施設へ避難してください」と言われたのですが、 津波がくる予定の

区域にまた戻って避難するのは、おかしいと思いませんか？ 東日本大震災の時も、避

難した建物ごと津波に飲み込まれた区域が幾つかあったと聞きました。駿河区役所を

解放するとか、せめて海から離れていて安全と思われる場所を避難場所として開放し

て欲しいです。 

・大型ショピングセンターの入り口付近の通路が狭く非常通路が分かりにくい。 商品

が山積みになっているなどして通行し難い。（消防署の立ち寄りはしているのか？） 避

難所一覧が分かりにくい。 避難所の掲示が分かりにくい。 一時避難所、避難地、広

域避難所など説明がないと分からない。 各自治体で津波対策も含めた防火・防災対策

を住民にシッカリと説明すべきだと思う。 

・とにかく避難経路をわかりやすく表示し避難器具もわかりやすくしておくこと。 

・3 月の大震災以来、家族内でも、日中、家族がばらばらで活動している際に、災害に



遭った場合の避難場所や、避難後の行動については、度々話をします。また、災害に

備えて、防火、防災管理制度が有る事を知今回初めて知りました。ただ、どんなに管

理制度が整っていても、想定外と言う事で機能しなくなってしまう事の無い制度で有

って欲しいと思います。 

・いつ起こってもおかしくない東海大地震ですが、出先機関で発生した場合、自分が落

ち着いて行動できないことは明白です。防災管理を徹底していただくと同時に、自分

の命を自分で守ることを肝に銘じていきたいと思います。 

・以前、雑居ビルで火災が発生し、非常口、階段、防火扉周辺に物が置いてあったため、

夜間で逃げ場を失い混乱し多数の死者が出たとの報道がありました。このような事が

無いよう、常日頃から防火・防災には官民一体となって協力しなければならないと思

います。昼間、静岡市の繁華街に行くと駐車監視員の人や婦人警官が違法駐車を監視、

指導しており、夜間もやっているとは思いますがあまり見かけません。特に夜間、市

内の中心部の両替町通り、呉服町、七軒町、玄南通りには違法駐車車両や客待ちタク

シー、酔っぱらいなども多く、サイレンを鳴らした消防車や救急車が現場になかなか

進入しにくいのが現状ではないでしょうか？（特に週末）防災上の観点から、県警・

消防局と合同で定期的に夜間指導・取締が出来ないものでしょうか？出来ればこのこ

とについてのご回答お願いします。 

・今回のアンケートで、分かっているようで何も分かっていなかった。現在、勤務して

いる会社で、防災・防火に対して取り組みを行なっていますが、肝心な避難場所を私

も含め理解していない人の多いのには驚いています。分かりやすく、表示して欲しい

ですね。 

・兎に角、現状の情報収集が絶対必要なことなので、外出時には習慣的にポケットラジ

オとワンセグの携帯電話をポケットに納めて外出することにしている。 

・いろいろな制度があるんだなと、質問を答えていくうちに考えさせられました。 実

は先週、愛知県の伊良湖に旅行に行きました。海岸沿いなのに、あまり行くのにそう

いったことを意識していなかったと反省させられました。 

・これまでは「屋外に避難」が一般にいわれてきたようですが、このごろでは「屋上に

避難」の文言が良く見かけられます。しかし、本当に、屋上あるいは階上は安全なの

でしょうか？不安です。それと、横断の陸橋ですが、老朽化しているようにも見えま

す。道路が寸断されるきらいもありますので、陸橋の安全は大丈夫なのでしょうか？ 

 

【問８の考察】 

 防火・防災管理制度の広報がされていなかったことに対しての意見が多く、制度を広

報し活用について再検討する必要がある。特に、震災直後で関心も高いことから、一

般の方々が気軽に参加できる研修会の開催の要望等もあり、問４の考察でも見直しが

必要とあげたとおり早急に検討すべきである。 

 また、県警・消防局と合同で定期的に夜間指導・取締りができないものかといったご

意見についての回答として、現在、雑居ビルを対象とした消防職員による夜間パトロ

ールを不定期で行っている。警察と合同では行っていませんが、必要に応じて行うこ

とは可能であり、今後検討していく。（査察課が所管） 



  

８総括 

 アンケートの結果から、大規模な地震災害を「外出時」に体験した人は、その時に利用

していた施設の関係者の指示により組織的に対応することを多くの人が望んでおり、それ

ら施設には、防火・防災管理制度が導入され法律上、防災対策の運用をされていたことを

多くの人が知らなかったことが明らかになりました。 

 今後は、調査結果をもとに、従来の防火・防災管理制度を効果的に活用するためにも積

極的に広報する必要があり、各種研修等により市民の防災力の強化を図り、近く発生する

といわれている東海、東南海・南海地震をはじめとする各種災害への対応力向上に努めま

す。  


