
【調査の概要】

調査期間：　　2018年4月6日（金）～8日（日）

調査方法：　　電話法（RＤＤ）

調査対象：　　愛媛県の18歳以上の男女1,772人

回答数（率）：　1,060人（59.8％）

1． 把握している ･････････ 54.3 ％
2． 把握していない ･････････ 40.7 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 5.0 ％

1． 知っている ･････････ 80.7 ％
2． 知らない ･････････ 17.2 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 2.2 ％

1． どこにあるか知っている ･････････ 24.2 ％
2． 福祉避難所のことは知っているが、どこにあるかは知らない ･････････ 18.0 ％
3． 福祉避難所を知らない ･････････ 55.6 ％
4． わからない、無回答 ･････････ 2.3 ％

1． 決めている ･････････ 57.0 ％
2． 決めていない ･････････ 39.2 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 3.9 ％

1． 準備している ･････････ 44.2 ％
2． 準備していない ･････････ 54.2 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 1.5 ％

1． 自治体の防災行政無線 ･････････ 32.9 ％
2． テレビやラジオ ･････････ 44.4 ％
3． インターネットのウェブサイト ･････････ 6.5 ％
4． ツイッターやフェイスブックなどのSNS ･････････ 1.9 ％
5． 近所の人の話 ･････････ 5.0 ％
6． その他 ･････････ 4.8 ％
7． わからない、無回答 ･････････ 4.4 ％

　防災意識に関する愛媛県民調査2018（ＲＤＤ追跡法）　 単純集計結果

第１問
あなたのお住まいが、災害時に土砂災害や浸水などの被害に遭う危険があるかどうか、
ハザードマップなどで把握していますか。それとも把握していませんか。

第２問
あなたは、お住まいの地域で災害が起きた場合の指定避難所を知っていますか。それとも知りませんか。

第５問
お宅では、避難に備えて非常用の持ち出し品を準備していますか。それとも、準備していませんか。

第６問
あなたは、災害で避難する際、どんな情報を参考にしますか。
最も参考にするものを、次に読み上げる５つの中から、１つ選んでお答えください。

第３問
高齢者や障害者、乳幼児などは、福祉避難所を利用することができます。
あなたは、お住まいの市や町で福祉避難所がどこにあるか知っていますか。
次に読み上げる３つの中から、１つ選んでお答えください。

第４問
あなたは、災害が起きた時に避難する経路を決めていますか。それとも決めていませんか。
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1． 知っている ･････････ 33.7 ％
2． 知らない ･････････ 58.4 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 7.9 ％

1． プライバシーの確保 ･････････ 14.4 ％
2． トイレなどの衛生状態 ･････････ 32.1 ％
3． 子どもや高齢者などへの配慮 ･････････ 12.9 ％
4． 水や食料などの物資 ･････････ 25.8 ％
5． その他 ･････････ 8.2 ％
6． わからない、無回答 ･････････ 6.5 ％

1． 避難所に行く ･････････ 42.2 ％
2． ホテルなどの宿泊施設を探す ･････････ 5.0 ％
3． 親戚や知り合いを頼る ･････････ 34.2 ％
4． 車の中で寝泊りする ･････････ 9.3 ％
5． その他 ･････････ 2.9 ％
6． わからない、無回答 ･････････ 6.4 ％

1． 自治体の防災行政無線 ･････････ 34.5 ％
2． テレビやラジオ ･････････ 44.7 ％
3． インターネットのウェブサイト ･････････ 6.0 ％
4． ツイッターやフェイスブックなどのSNS ･････････ 1.1 ％
5． 近所の人の話 ･････････ 3.3 ％
6． その他 ･････････ 3.9 ％
7． わからない、無回答 ･････････ 6.4 ％

1． 正確で詳細な情報がすぐに伝わらないこと ･････････ 18.4 ％
2． 移動する際の交通渋滞 ･････････ 7.8 ％
3． 放射性物質による水や食べ物の汚染 ･････････ 45.8 ％
4． 放射性物質の検査や除染、医療などの態勢 ･････････ 13.0 ％
5． その他 ･････････ 5.1 ％
6． わからない、無回答 ･････････ 9.8 ％

第８問
あなたは、避難所で生活することになった場合、どのようなことが不安ですか。
最も不安に思うことを、次に読み上げる４つの中から、１つ選んでお答えください。

第９問
あなたは、災害で自宅が壊れて当面住めなくなった場合にどう対応しますか。
次の４つの中から１つ選んでください。

第１０問
ここからは、原子力発電所の事故についてうかがいます。
あなたは、四国電力伊方原発で重大事故が発生した場合、どんな情報を参考に行動しますか。
最も参考にするものを、次に読み上げる５つの中から、１つ選んでください。

第７問
自治体から出される避難情報には、
１．避難準備・高齢者等避難開始、２．避難勧告、３．避難指示・緊急の３つがあります。
あなたは、この３つの意味の違いを知っていますか。それとも知りませんか。

第１１問
あなたは、伊方原発で重大な事故が発生した場合、どのようなことが不安ですか。
最も不安に思うことを、次に読み上げる４つの中から、１つ選んでお答えください。
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1． 男性 ･････････ 38.9 ％
2． 女性 ･････････ 61.1 ％

1． 18～19歳 ･････････ 0.3 ％
2． 20代 ･････････ 1.1 ％
3． 30代 ･････････ 3.4 ％
4． 40代 ･････････ 8.6 ％
5． 50代 ･････････ 12.5 ％
6． 60代 ･････････ 21.9 ％
7． 70歳以上 ･････････ 47.7 ％
8． 無回答 ･････････ 4.5 ％

1． 男性18～39歳 ･････････ 2.3 ％
2． 男性40代 ･････････ 3.4 ％
3． 男性50代 ･････････ 4.9 ％
4． 男性60代 ･････････ 9.2 ％
5． 男性70歳以上 ･････････ 17.7 ％
6． 女性18～39歳 ･････････ 2.5 ％
7． 女性40代 ･････････ 5.2 ％
8． 女性50代 ･････････ 7.5 ％
9． 女性60代 ･････････ 12.6 ％

10． 女性70歳以上 ･････････ 30.0 ％
11． 無回答 ･････････ 4.5 ％

1． 農林漁業 ･････････ 5.3 ％
2． 自営業 ･････････ 8.2 ％
3． 勤め人 ･････････ 19.8 ％
4． 主婦 ･････････ 20.5 ％
5． 学生 ･････････ 0.4 ％
6． 無職 ･････････ 41.3 ％
7． その他、無回答 ･････････ 4.5 ％
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