
静岡市のＡＥＤ普及に関するアンケート調査 

１．調査目的 

静岡市では、市民のみなさんや静岡市を訪れた方々の突然の心停止に備えて、市内の公共施設（区

役所、市立体育館、図書館、市立小・中学校全校など）429 箇所に 488 台（各区役所貸出用 6 台を

含む。）、消防車両等に 54台の AED※を配置しています。(平成 27年 12月 1日現在) 

より利用しやすい形での AED 普及を進めるために、市民の皆さんの意見を伺い、AED 普及の参考

にさせていただくため、アンケート調査を実施しました。 

 

※AEDとは 

人が急に倒れ、意識がなくなり、呼吸がなくなったりした時、心臓は止まっているように見えて

も、けいれんを起こしているだけの場合があります。 

このような時、心臓に AED（Automated External Defibrillator；自動体外式除細動器）による

電気ショックを与えることで正常な状態に戻すことができる場合があります。 

 

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 

 

３．回収件数 

97件（回収率 97%） 

内訳 

  年齢 20代 30代 40代 50代 60代 
70代以

上 
計 

人数 15 21 18 15 19 9 97 

 

性別 男性 女性 計 

人数 46 51 97 

 

居住区 葵区 駿河区 清水区 計 

人数 40 33 24 97 

 

４．調査方法 

インターネットによるアンケート調査 

 

５．調査期間 

平成 28 年 6 月 7 日（火）～6 月 22 日（水） 

 

６．担当課 

 保健福祉長寿局 保健衛生医療部 保健医療課 



７．調査結果 概要 

問１ あなたは AEDがどのようなものかご存知でしたか。（選択は１つ） 

 

「名前も用途も知っていたが、利用したことはない」が 76人と一番多く、次いで「名前も用途も

知っていて、利用したことがある」が 17人、「名前は知っていたが、用途は知らなかった」が４

人、「名前も用途も知らなかった」が０人となっている。「名前も用途も知っていて、利用した

ことがある」の割合は、20代から 40代の割合が、50代以上の割合よりも高くなっている。 

   

Ａ 名前も用途も知っていたが、利用したことはない 76人 

Ｂ 名前も用途も知っていて、利用したことがある 17人 

Ｃ 名前は知っていたが、用途は知らなかった 4人 

Ｄ 名前も用途も知らなかった 0人 

 

 

  



２ あなたは周りの人が倒れたとき、AEDを使おうと思いますか。（選択は１つ） 

   

「是非使いたい」が 39 人と一番多く、「次いで 119 番などで指示があれば使ってみようと思う」

が 32 人、「講習などを受けて、実際に使い方がわかれば使ってみたい」が 22 人、「使いたくな

い」が４人となっている。「是非使いたい」の割合は、70代以上で一番高くなっている。 

 

    人数 

Ａ 是非使いたい 39人 

Ｂ 119番などで指示があれば使ってみようと思う 32人 

Ｃ 講習などを受けて、実際に使い方がわかれば使ってみたい 22人 

Ｄ 使いたくない 4人 

 



２－１ ２で使いたくないとお答えになった方に質問です。あなたが AEDを使いたくないと思

う理由は何ですか。（選択は３つまで） 

   

「何かあったときに責任をとりたくない」が３人、「使い方が分からない」が２人となっている。 

 

何かあったときに責任をとりたくない ３人 

使い方がわからない ２人 

身の回りに AEDがないから ０人 

機会がないと思うから ０人 

関心がないから ０人 

 

≪その他の意見≫ 

・ホームページに目を通したが、ただただ使用が怖い。自分で判断できない。自分もたまに倒

れてしまうときがあるが、いきなり使われたくない。 

・AED を使うことによって、助かる命も助からない可能性もある。そういう時に後悔すると思

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ あなたが AEDについて知るために利用したいものはありますか。（選択は３つまで） 

 

「AEDを利用した救急救命の講習会」が 77人で一番多く、「AEDに関するリーフレット」が 35人、

次いで「AED 啓発のイベント」が 31 人、「AED に関する HP」が 24 人となっている。「AED を利用

した救急救命の講習会」はどの年代でも高い割合となっている。 

 

  計 

AEDを利用した救急救命の講習会 77人 

AEDに関するリーフレット 35人 

AED啓発のイベント 31人 

AEDに関する HP 24人 

その他 4人 

 

≪その他の意見≫ 

・使用したくないので受けたくないです。 

・会社で講習を受けた実績がありますのでそれで十分かと思います。 

・とにかく実戦できる(体験できる)のが１番だと思います。 

  



４ あなたは AEDがあなたの身の回りのどこにあるのか知っていますか。（選択は３つまで） 

 

「病院」が 71 人と一番多く、次いで「学校」が 70 人、「職場」が 36 人、「コンビニエンスス

トア」が 14人となっており、「どこにあるのか知らない」が 5人となっている。また、その他

の回答では、駅や商業施設、スポーツクラブや公共施設が挙げられている。 

 

  計 

病院 71人 

学校 70人 

職場 36人 

コンビニエンスストア 14人 

どこにあるのか知らない 5人 

その他 25人 

 

   

≪その他≫ 

駅 7人 

デパート,大型ショッピングセンター 4人 

スーパーマーケット 2人 

スポーツクラブ 2人 

図書館 2人 

公民館等公共施設 2人 

消防団 2人 

生涯学習センター 2人 

ドラッグストア 1人 

市のスポーツ施設 1人 

庁舎 1人 



５ あなたが AED設置場所を知るために利用しようと思う媒体は何ですか。（選択は３つまで） 

 

「市の HP」が 58 人と一番多く、次いで「市の広報紙」が 57 人、「AED 設置場所を検索できる市以

外の HP」が 32人、「アプリ」25人となっている。 

 

  計 

市の HP 58人 

市の広報紙 57人 

AED設置場所を検索できる市以外のＨＰ 32人 

アプリ 25人 

その他 11人 

 

≪その他の意見≫ 

・イベントなど。 

・消火器の横に設置する。 

・知ろうとしませんから利用しません。 

・建物の案内図。 

・実際に目にして場所が確認できる。 

・知りたいと思って改めて行動したことはないので回答しにくい。公共の場所にあるこ

とは度々目にするので特に不便を感じていない。 

・あえて知ろうとは思わないが通常生活の中で目につく場所に設置されていれば活用で

きる。 

・公共施設にはある。 

 



６ 24時間 AEDを利用できる施設が身近にあるといいと思いますか。（選択は１つ） 

   

「はい」が 90人と多く、「いいえ」は 7人となっている。「いいえ」の割合は 60代がで一番多くな

っている。 

 

  はい いいえ 

計 90人 7人 

 

  



６－１ ６ではいとお答えになった方に質問です。あなたが 24 時間使用できる AED がこんな

ところにあったら安心、便利だと思う場所はどこですか。（選択は３つまで） 

   

「コンビニエンスストア」が 81 人と一番多く、次いで「交番駐在所」が 44 人、「小中学校」が 35

人、「消防団」が 25 人となっている。「コンビニエンスストア」の割合は全ての世代で高くなって

いる。 

 

  計 

コンビニエンスストア（市内 253箇所） 81人 

交番駐在所（市内 61箇所） 44人 

小中学校（市内 130箇所） 35人 

消防団（市内 65箇所） 25人 

その他 5人 

 

≪その他の意見≫ 

・タクシー会社 

・ドラッグストア 

・駅構内 

・公会堂等 

・大型スーパー 

・牛丼店 



６－２ ６で「いいえ」とお答えになった方に質問です。あなたが 24 時間 AED を利用できる

施設が身近にあるといいと思わない理由はなんですか。（選択は３つまで） 

   

 「費用がかかりすぎるから」が 5 人と一番多く、次いで「もう十分配置されていると思うから」

と「メンテナンスが必要だから」が 3人となっている。 

 

  計 

費用がかかりすぎるから 5人 

もう十分配置されていると思うから 3人 

メンテナンスが必要だから 3人 

その他 1人 

≪その他の意見≫ 

・AEDの利用効果がある時間と「身近」までの時間を考慮すると「いいえ」となる。 

 



７  静岡市のＡＥＤ普及についてのご意見・ご要望等がありましたら自由にご記入ください。 

  

○講習について 

・AED が普及することで 1 人でも多くの命が助かるなら是非普及してほしい。しかし自分が

使用するには使ったことがないので怖いと思ってしまう。講習会など実際に触れる機会が

身近になればと思う。 

・職場で以前講習を受ける機会があり、操作方法は音声で教えてくれることを知りました。

AED を使う＝必ずしも心臓に電気ショックを送るわけではない、という認識がもっと広が

れば、一般市民が AEDを使いやすくなるのかなと感じます。 

・自治会単位で講習会を開くことがいいと思う。子供会などを利用して子どもと保護者に周

知させることも必要と感じる。 

学校で行われる、生徒向けの講習なども保護者や地域の方に公開してきてもらうこともで

きるのではないかと思う。 

・子供と子育て支援センターに遊びに行った時に警察の方が来てくれるイベントをやってい

て実際に(マネキンで電気は入れませんが)やってみたことがあります。やはり見たことも

ない触ったこともないものを人に実際使うのは勇気がいる事なのでこの様なイベントを学

校でも職場でも開催するといいと思います。 

・実際に使用するとなると、勇気と覚悟がいる事だと思う。本当にこの人に使用しても大丈

夫なのか、自分がやっている手順は間違っていないのか、使用するからには少なからず責

任も伴ってくるものだと思う。 

落ち着いて出来るために、まずは 119 番に電話をして、使い方の指示を受けながらやると

いうことを、みんなが AEDを使えるようになる入り口として広めて欲しいです。 

・私は現在消防団に所属しておりますが仕事が平日が休みで消防団でも定期的に救命講習・

AED 講習行われておりますが日曜日に実施するので私のように興味・関心があっても自営

業で土・日が仕事の場合参加する事が出来ません。 

月曜～金曜の夜(19:00～21:00)などの時間帯で講習があると参加しやすい方も多いと思い

ます。 

・子育て支援センターで講習を受けたことがあります。使う状況はとっさの出来事なので定

期的に講習をうけて見慣れていることが大事だと思いました。保育園で子供と一緒に土日

に講習などあれば助かります。保育園のイベントの後など 30分程度。 

・私も会社の指示で講習を受けて AED に初めて触れました。なかなか触れる機会がないと思

うので、そのような機会をもっと作っていただければいいかなと思います。 

・私は以前 AED の講習を受けたことがある為積極的に利用したいと思いますがもし講習を受

けていなければ怖くて使おうと思えなかった気がします。なので学生は授業に講習を盛り

込むなど、なるべくたくさんの人が必然的に講習を受ける機会を作って欲しいと思います。 

・防災訓練の時練習するなど、いざというときに身近に感じる方法を考えていただきたい。 

・職場や地域で防災訓練は多く実施されるので、その中で使い方を伝える時間を確保すれば

普及率は上がるのではないかと思います。 

・幼稚園の父母会で、毎年救命講習会というのがあります。 

そういうのを地区でも開催したりすれば、もっといろんなひとが活用できるようになると



思います。 

・私自身は AED の使い方や設置場所について講習等は受けたことはありませんが、夫が会社

で講習会に参加し、間接的に情報を得ました。 

実際に使う時は AED からの指示があり、使用方法はそんなに難しくないと聞き、私もいざ

というときは使用してみようと思いました。 

緊急時に使用することをためらわない事や、そもそも AEDの有用性をもっと広める事も AED

の普及につながると思います。 

私のような主婦や無職の方で受動的に講習を受ける機会のない人には、家族からの情報、

広報紙や回覧板などの紙媒体が効果的だと思います。 

・AED の存在に関しては多くの方が認知している一方で、その使用方法については知らない

又は忘れた方も多くいるかと思います。 

実際に使用する場面は過ごす時間が多い職場に関係しているかと思いますので、職場に働

きかけて、チラシや講習会を開催してもいいのではないかと思います。 

過去に実際に私が AED を使うことを考える場面がありました。居酒屋で飲んでいると近く

の席の方が突然倒れ、救急救命をしようと思いました。 

しかしイビキをかいていたのもあり、AED を使用するのが正しいのか、過去の講習からの

知識では判断つかずためらってしまいました。そのうちに救急車がきて、搬送されました

が、くも膜下出血でそのまま亡くなったそうです。 

AEDの普及の本来の目的は救急救命にあると思います。AEDの普及にあわせて救急救命に関

する色々な講習なども普及に努めて頂ければいいなと思います。 

・使い方を誰にも理解しやすく【簡潔に】本体に記載すること。いざ使うときに慌てないよ

う、学校や職場などで講習会を開き、本物について触れる機会を作ること。 

・私は、AEDが必要とされる場面は、1分 1秒たりとも猶予の無い時だと認識しています。 

ただ、目の前に AED での処置を必要としている人がいたとしても、今の私には誰の指示や

指導も無いままに、AEDを使用する事は難しいです。何故なら、実際に AEDに触れた事も、

使用した経験も無いからです。静岡市にて AED を普及させるのであれば、AED 使用の講習

会や講習を終了した人に認定証などを発行するなどするのはどうでしょうか。AED の数を

増やす事よりもまず、AEDを適切に使用する事が出来る人を増やすべきだと思います。 

何故なら、今日このアンケートの設問を、見た後で、買い物に行ったショッピングセンタ

ーに AED が設置されていました。きっと今までも同じ場所に設置されていたと思うのです

が、気がつかなかったのか、気にしていなかったのか、このアンケートの設問を見ていた

事で私の意識がここには AED はあるのだろうかという目線に変わっていたのだと思います。

この経験からも、一度でも、AED の講習会や AED に触れた事が有る人の意識は変わるので

は無いでしょうか。 

・学校の部活時間、奉仕作業などで講習を何回かやってほしいと思います。 

・市内の小中高でも、ＡＥＤの使い方講習会を開催し、子供達の救命意識を啓蒙してみたら

いかがでしょう？ 

・以前に AED 講習を受けましたが、とても丁寧に教えていただき、大変勉強になりました。

しかし、いざというときに適切に使えるかどうかが心配です。 

再度確認のため講習を受けたいと思っています。 



まだまだ使い方が難しいというイメージがあるように思いますので、講習会の案内を身近

に感じられるようになれば良いと思います。24時間使えるように設置する、という問題は

簡単なことではないと思いますが、早期に実現化されることを望みます。 

・AED 単独開催だとなかなか行けないので、町や学校行事に相乗りして講習会を開催して欲

しい。 

・AED は、よくみかけるものの実際の使い方を身近なソースで知ることができていないと思

います。 

まずは、使い方の講習を手軽に受けられる機会をつくっていただきたい、また、その講習

が行われるという情報を流して欲しいと思います。 

・救急救命行為に遭遇する機会はめったにないと思いますが、もしものそういう場面に出会

ったときに AED の操作方法の講習会などを定期的に受けていれば、命を救えるのかもしれ

ません。 

ぜひ一般市民に AEDの講習会等を受ける機会を無料で増やしてほしいです。 

・幼稚園、保育園、各職場、デパート、コンビニ、各町内、皆さん積極的にやれる環境を市

の方で考えてもらいたいです。地震の訓練のように常に練習するようになり、皆が当たり

前に出来たら素晴らしいことですね 

・利用方法の講習会をたとえば、週三回 10時とか、定期的にできないでしょうか？ 

・私は講習に出て実際に体験したので、アナウンスに従えば誰でも使用できることがわかり

ました。でもやはり、一度は講習を受けなければできないと思います。学生は授業の一環

で、社会人は会社で就業として、他の人は自治体でというように、講習を受けられるよう

にする体制にする必要があると思います。 

設置場所については、施設に限らず、鷹匠の通りのように歩道に設置するのも良いことだ

と思います。（初め見た時は驚きました） 

・年に一度は公民館で講習会を開いて欲しいです。 

・AED 講習会の定期的な開催、特に再講習の案内の配信をお願いします。すでに 3 回ほど講

習を受けていますが、再講習のお知らせ情報はありません。 

また、再講習者が望めば、ステップアップする講習会の開催、例として子供の場合を想定

する講習内容や事例の紹介など意識向上のための内容を提案します。 

・私自身講習は受けたことがありますが、実際使用したことや、目にしたことはありません

ので使用する頻度はわからないですが、万が一の時のために講習を受け使用方法を知るこ

と、設置場所がすぐに思い浮かぶことが普及につながるのではないかと思います。職場や

学校等で講習を受ける機会のある人は限られていると思うので、商業施設、娯楽施設等で

も講習を行うことができたら、講習に参加している人だけでなく目にする機会が増えるだ

けでも普及につながっていくのではと思います。 

・私は、幼稚園の保護者会主催の講習会で講習を受けました。 

職場、学校のイベントなどで経験出来る機会が複数あると良いと思います。 

・アンケートでも回答しましたが、現役時 会社で講習があり知識と若干の経験が有るので、

不測自体の時に活用が出来ると思いますが、知識と体験が無いと いざという時に活用には

躊躇すると思います。 

講習会は是非必要と思います。 



・AEDが４８８台も設置されているのに、使い方がわからないのではもったいない。 

講習会を受けて使い方がわかるようにしたい。 

・器具などに不案内な年配者には、命と関わり深いＡＥＤは少しハードルが高い。身近なと

ころでの講習、例えば、町内の防災訓練時での講習、中学・高校生対象の校内講習などで

必ず扱うようにすればより多くの人の利用が期待できると思います。 

 私自身も、何回も練習しない限り、独りで扱うことは不安でできません。時間の制限、数

の制限から脱しない限り、有効活用は難しいように思います。 

・ＡＥＤの使い方をそれなりに理解するためにはある程度の経験が必要であり、回数を重ね

た訓練ができるような機会を行政としても作ることが大切。いざという時、自分自身はで

きなくても回りにリードしてくれる人がいれば安心できることから、一人でも多くの市民

が使用方法を理解できるようにすることが望まれる。 

・AED の普及に積極的な事は良いですね。ハードがあってもいざという時に誰も手を出さな

い事態も考えられるので、学校や職場での体験会を増やして、心臓圧迫などの措置の知識

も広めて欲しいです。 

・AEDが身近に設置されても適切な使い方が分からなければ猫に小判となってしまいます。 

小生の住むマンションでも AED設置が検討されています。 

AED設置の普及と使い方の啓もうを是非セットでお考えいただきますようお願いします。 

・免許証更新の際に実務講習をなさったらいかがでしょうか。もしくは健康診断のなかで実

施したらいかがでしょうか。 

・自分が知らないだけかもしれないが、気軽に参加出来る 講習会があればいいと思う。 

自宅近くであれば 参加しやすい のではないかと考える。 

・積極的にかつ安心して利用できるよう、研修会などを通じて勉強していきたい。 

・普及はまだまだなされていない。何に使用するか、その使用の仕方は、何処に設置してあ

るか等等きめ細かな普及の仕方が必要。 

実際使用するには実際に使用した経験がないと戸惑ってしまう。 

幅広く、学校、職場、自治会等のあらゆる場を利用して啓蒙と使用体験等の講習会を開い

たらと思う。 

・ＡＥＤを利用した救急救命講習会を多く開催してほしいです。 

過日、近隣の道路上で倒れた方がいました。その際、近くにいた人が、人工呼吸をしまし

たが、ＡＥＤに気づき、公民館に行こうとしましたが、鍵が分からず、救急車を待つこと

になりました。この問題は、自治会の問題だと思いますが、参考までに記入させていただ

きました。 

・ＪＡＦや日赤の講習会で受講しているので、音声指示により使えると思うが、できれば頻

繁に講習などを受け、誰もがすぐに使えるようになればいいなとおもう。中学校の授業で

講習はあるのでしょうか 

○普及啓発について 

・身近な存在誰でも使い方がわかるようにして欲しいです 

・街中や大きな施設ではよく見かけるので普及していると感じる。 

でも消火器ほど手軽に扱えるイメージが定着していないので、数を増やすのと合わせて誰

でも使える物であると言うことも伝えていく必要があると思う。 



・官公庁の普及率は十分だと思います 

・AEDをよく目にするようになったけど、まだまだ使い方など知られていないように思う。 

AED をどんだけ設置しても、誰も使い方を知らないのなら、設置していないのと変わらな

いと思う。もっとアピールするべきだと思います。ホームページなんて、「興味ある人」し

か見ません。「興味ない人」にも伝わるようなアピールをしなくては？ 

・実際に普及活動を行っている実態を知りませんでした。実際に起きた市内高校生のことを

思うと心が痛みますが、実際その場に自分がいて何ができるかわかりませんし、身の回り

で起きたことがない為実感がないのが正直なところです。 

・AED設置場所というキャラクターなり、ステッカーなりで目立つようにするべきだと思う。 

・現状の AEDの普及活動は、「他人事」になっているような印象を受けます。 

「もし、自分の家族（知人）が、一緒に居た時に倒れたら？！」というような、自分事と

して認識してもらえるような普及活動（リーフレットの作成等）をお願いしたいです。 

私は一度会社で AED の使用研修を受けましたが、「他人事」の印象を受けてしまい、結果、

あまり記憶に残らない研修になってしまいました。 

・使う場面に直面したとき、自分にできるかとても不安です。広報に是非使い方など載せて

頂きたいです。 

・AEDについて、必要性を感じていない人も多いではないでしょうか。AEDによって、どのく

らいの方々が命を救われたかを知らせ、本当に必要なものであるという意識を持つことが

大切だと思います。コスト対効果を考えるとき、心臓はじめ、そういうものが不要である

ための、運動、栄養、休息と言った健康の大原則の PRに力を入れたらいかがかと思います。 

・まだまだ AEDの普及は足りないと思います 

私たちにとってはテレビドラマで見るような感じでいます 

・積極的な設置と啓蒙普及活動実施をお願いしたいと思います。決して使用そのものは難し

いものではなく、そのことも含めての啓蒙活動を進めて欲しいです。 

・AED について、テレビなどで見聞きしていたが、今回のアンケートを機会に今一度市のホ

ームページなどで、調べてみたいと思います。 

・静岡市の AEDの普及は、設置、貸出、補助金の支給等、現状で十分だと思います。 

・ＡＥＤの重要性を市民に周知することが最優先と感じる 

○設置場所について 

・設置場所が分かりやすい説明や案内が必要だと思います。 

設置されてる施設内でも、実際にどこにあるか見たことがなければ緊急時とっさにどこに

あるかまでは分からないと思います。 

・月に一度新聞に AED の場所のマップなどの掲載はできないか。広報だけでは目に触れない

と思う。 

・途中の質問にあった通り、AED がどこに置いてあるのかがすぐにわかるような、スマホア

プリがあると便利だと思う。 

・AEDがどこにあるかなんて、あわてていて緊急時にはそれどころではなくなってしまう。 

街なかの様々な場所にチラシ等で啓発することと、交通事故多発地域付近の配置を行うと

良いと考える。 

又、静岡県公式の観光地図アプリ等を開発し地図に wifi箇所、インフォメーションセンタ



ーと一緒に AEDの設置箇所を見れるようにするのはどうか。 

そのアプリで県から重要な情報はプッシュ通知で知らせるようにし、通知を見たり、県内

の観光施設へ行ったらなんらかのインセンティブを与えることによって通知の既読率やア

プリのアクティブ率を上げることができると考える。 

・無人の場所に置いておくとイタズラされるおそれがあるので警察署、交番など常に人がい

るところに設置するといいと思います。 

・AEDが遠くから（初めての場所でも）でも緊急時にすぐにわかるようなマークなどが必要。 

AEDの普及に関する研修など多く必要 

・設置場所をもっと公表したほうがいいのかなと思います 

・設置を知らせるシールなどがあまり目立たない。 

目につきやすいような色のシールや小さな看板みたいな物があるといい。 

・表示が目立たず、設置されている施設であっても知られていないことが多いと思います。

設置場所の普及と 24時間使用可能であることはとても大事だと思います。 

・救急車を呼んでから実際に救急車が来るまで思いのほか時間がかかるので、事故等が起き

たときに近くにＡＥＤがあり、救命措置が行われることで、救命率が上がるのではないか

と思います。 

また、ＡＥＤの使い方も講習を受けてみようと思いました。 

・地元の自治会館に設置してくれたら有り難いです。 

・誰もいない会社や消防団にあっても殆ど意味無いだろと思う。 

・今回のこのアンケートで、AED の設置状況など把握すべきだと感じた。早速家の周りの設

置場所・使える時間帯、など調べて、町内の自治会とも情報を共用しなければと感じた。 

その結果で意見・要望などあれば、次の機会にお願いするつもりです。 

・市所管の移動車両等に設置し、緊急要請のある場所に近い車両で対応。（救急車での対応と

併用する） 

・設置場所は、町内会長宅、市長、市会議員宅に設置する。 

○24時間使える AEDついて 

・コンビニ、スーパーなど 24h 営業の店舗に設置し、従業員が使用出来る講習を定期的

に受けるようにしておけば、すぐに AEDを取り出し、使用する事が出来ると思う。 

また、AEDを取り外したら、近隣の消防に自動で通知されるなどの装置が付いていたら

救助隊員の指示も仰ぎやすく利用者も戸惑いが少ないと思う。 

・AEDの情報・知識が低い中、高校生の事件を読んでなるほどな〜。と考えさせられる記

事でした。やはり 24時間どこで何が起こるか分からない中、コンビニエンスストアは

身近にどこにでもありますし、設置に大賛成です。 

・自分の家の周りの設置状態をインターネットで確認したところ、住宅街ということも

あり近くの小学校・中学校に設置されているだけでした。 

AED設置による費用が安くなり、自治会館等に設置できるようになると良いなと思いま

した。 

・確かに設問であったように、２４時間使える場所がないことに気がつきました。 

深刻な問題です。 

コンビニ設置以外にも、部活等々で遠征する際の貸し出し等々も行政として検討して



も良いかと思いました。たしか、持出用の AEDもあったはずですので。 

・「24時間使用できる AED」ですが、学校、公共の体育館など、夜間にスポーツが行われ

る場所に設置されるのが良いのではないでしょうか。 

AEDを使う判断、使い方、また、何かあった時の対処方法など（救急法？）も併せて参

加しやすい講習を行ったらどうでしょうか。 

・設置については、タクシー会社、運転代行サービス業者との連携、２４時間営業のコ

インランドリなどの盗難防止（防犯カメラ設置）や費用負担の面はありますがご検討

下さい。 

・いつでもすぐに使えることが大切だと思います。 

・夜間、休日の使用について検討されているとのことですが、予算等から可能であるの

は、夜間２１時頃まで営業又は２４時間営業のドラッグストアに設置するのが最適で

あると思います。 

・どこに行ったら必ず AEDがある場所の啓蒙が必要だと思う。例えばコンビニの様に。 

○その他 

・いざＡＥＤ使用が必要になった時、講習会を受けていたとしても、不安やためらいが

あると思う。責任者の様な、リードしてくれる方が、様々な施設にいてくれたら、安

心出来る気がする。 

労働安全衛生法の各責任者の様に、ＡＥＤ使用責任者を設ける事は出来ないだろう

か？ 

・どの程度の対応可能事実が必要だったかの具体件数の把握によります。 

・静岡市は金のかかることはやりたくない気がします。たとえば、防災無線も聞こえが

悪いが一向に改善する気配は見られない。 

 

◆総括 

今回のアンケート調査で、静岡市の AED普及に関する様々なご意見をいただくことができました。

AED について名前や用途の普及は進んでおり、周りの人が倒れたときなど、AED を使いたいという

意識も広まっていることがわかりました。また、多くの方が講習などを通して実際に AEDの使い方

を学ぶ必要があると考えていることがわかりました。 

AED の設置場所としては病院や学校といった公共の場所が多く認知されていることがわかりまし

たが、AED を設置してある場所の表示がわかりにくいといった意見や、AED の設置場所をより周知

する必要があるといった意見が見られました。 

さらに、24 時間 AED を利用できる施設が身近にあるといいと答えた方が 90％を超えており、い

つでも AEDを使える環境が望まれていることがわかりました。そのための AEDの設置場所としては、

コンビニエンスストアを挙げる人が多くいることがわかりました。 

自由回答では、様々な視点からの意見を頂き、多くの方々が静岡市の AEDの普及に関心をもって

いただいていることを再認識しました。 

今回の市政アンケートモニターの結果を参考に、より利用しやすい形での AEDの普及を目指して、

市民の皆さんが効果を実感できるような事業を行っていきます。 


