
Q5 災害対策について 

2）「避難所に避難しない」と答えた方にお聞きします。その理由は何ですか。 

 

1 人で移動するのは心細いため。 

【20 代／女性・会社員】 

 

避難所がすぐ隣のため 

【20 代／女性・会社員】 

 

コロナだから 

【20 代／女性・会社員】 

 

他人への関わりに不安がある。子供もまだ小さくうるさくしかねないので。 

【20 代／女性・会社員】 

 

ペットが４匹いる等 

【20 代／女性・主婦】 

 

最終手段として避難することはあります。 

【20 代／女性・その他 就労移行支援利用者】 

 

自宅のすぐ近くに避難所があり子供が小さいから。コロナが心配だから。 

【20 代／女性・その他】 

 

仕事をしていると思う 

【20 代／女性・無記入】 

 

十中八九避難するとは思うが、直面したことがないため、リアルなイメージが出来なかった。 

【20 代／男性・会社員】 

 

動物がいるため 

【20 代／無記入・会社員】 

 

ペットと行ける避難所がないため 

【20 代／無記入・自営業】 

 

プライバシー強化、近代化を強く求めます。 

【20 代／無記入・学生】 

 

時と場合によるから 

【20 代／無記入・主婦】 

 

死ぬ時は死ぬからそれが人生うけいれるから 

【30 代／女性・会社員】 

 

ペットがいるから 

【30 代／女性・会社員】 

 

自宅が比較的高層階にあるため、安全が確保できる状態であれば非難はしない。 



【30 代／女性・会社員】 

 

高層マンション居住にて 

【30 代／女性・公務員】 

 

時と場合による 

【30 代／女性・公務員】 

 

今は、コロナ感染の恐怖心が強いので 

【30 代／女性・アルバイト】 

 

自宅が危険と判断すれば避難します 

【30 代／女性・その他 求職活動中】 

 

パニックや心理的な不安を起こして周囲に迷惑を掛けられないから 

【30 代／女性・その他】 

 

避難所はペット同伴ができないため悩みます。 

【30 代／女性・その他 無職 生活保護】 

 

災害の度合いにより、必要があれば避難所のお世話になります。 

【30 代／男性・会社員】 

 

浸水や土砂災害のない地形の所に自宅があるため 

【30 代／男性・会社員】 

 

50 万人超の人口、避難所が機能するとは思えない 

【30 代／男性・会社員】 

 

ペット同伴ができるか、また、設備が整っているかわからない。 

【30 代／男性・会社員】 

 

ペット（ねこ）を飼っているから 

【30 代／男性・会社員】 

 

家にいることが危険そうだったら行きます。でもどこか調べないといけない 

【30 代／男性・その他 大学職員】 

 

何の災害の時ですか？災害の種類による 

【30 代／男性・無記入】 

 

成人男性には行くメリットがなさそうだから 

【30 代／無記入・会社員】 

 

自分の部屋は２階なので１階部分にある避難所に避難する意味を感じない 

【30 代／無記入・会社員】 

 

犬を飼っている 

【30 代／無記入・会社員】 



 

実際避難所に行くとなった時の情報がないので、未知すぎる。災害前に避難所のことを知りたい。 

【30 代／無記入・主婦】 

 

小さな子どもがいるので 

【30 代／無記入】 

 

病気の家族がいて移動が容易ではないから 

【40 代／女性・会社員】 

 

避難所に行くのが大変。子供が小さく 1 人で対応できない 

【40 代／女性・会社員】 

 

猫をかっているから 

【40 代／女性・会社員】 

 

自宅が高層階のため 

【40 代／女性・会社員】 

 

家族に知的障害のある者がおり、子供の声が苦手 

【40 代／女性・会社員】 

 

猫がいる 

【40 代／女性・会社員】 

 

ペットがいるためむずかしい。 

【40 代／女性・会社員】 

 

できれば職場で仕事する（介ゴ） 

【40 代／女性・会社員】 

 

その災害によって必要ならする 

【40 代／女性・会社員】 

 

ペットが 2 匹いるから犬アレルギーの方や犬嫌いの方に迷惑になる 

【40 代／女性・会社員】 

 

（⑥について）ペットがいるため 

【40 代／女性・会社員】 

 

外の方が犯罪する外人や男がいる 

【40 代／女性・会社員】 

 

場合による 

【40 代／女性・会社員】 

 

自宅の安全が確認されれば。子供も多いので…。他に選択肢なければ利用する。 

【40 代／女性・公務員】 

 



災害の状況による 

【40 代／女性・公務員】 

 

（④について）発達障害の娘がいる為 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

浸水に対する避難場所が町内にない。少し離れた場所にあるが、町民優先だと言われた。 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

対人恐怖症（精神病）、持病のため、集団生活が困難。 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

腰と膝が悪くてベッドじゃないと寝れないから 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

猫２匹がいるから 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

コロナの事もあり、避難所に行かなくてもいいように、水や非常食を用意しておくようにしている 

【40 代／女性・自営業】 

 

ペットと別離を避けたい 

【40 代／女性・自営業】 

 

ペット 

【40 代／女性・主婦】 

 

コロナだから 

【40 代／女性・主婦】 

 

（③について）犬をかっているから置いていけない 

【40 代／女性・その他 薬剤師】 

 

ペットがいるので移動できない 

【40 代／女性・その他 派遣】 

 

ペットがいるから 

【40 代／男性・会社員】 

 

災害の状況次第 

【40 代／男性・会社員】 

 

避難所になる学校の目の前で立地的に安全だから 

【40 代／男性・会社員】 

 

状況による 

【40 代／男性・会社員】 

 

避難所への経路にリスク要因が含まれるため 



【40 代／男性・会社員】 

 

感染防止 

【40 代／男性・会社員】 

 

居住地が避難場所に指定されている（高島平団地） 

【40 代／男性・会社員】 

 

災害の規模に応じて検討するが、自宅が安全性が高いと判断しているため 

【40 代／男性・会社員】 

 

居住地の敷地が避難所に指定されている。 

【40 代／男性・会社員】 

 

マンションの上層階にいる 

【40 代／男性・公務員】 

 

生きてもいいことはあまりないので。 

【40 代／男性・アルバイト】 

 

他人と一緒にいたくない 

【40 代／男性・自営業】 

 

小さな子がいる為 

【40 代／男性・自営業】 

 

感染が恐ろしい 

【40 代／無記入・会社員】 

 

ペットを飼っているから一緒にいてあげたい 

【40 代／無記入・会社員】 

 

場合にもよるがどちらかといえば。避難所のほうがより危険そう。例：令和元年 19 年台風、避難所の方が崖に近かっ

た。広域避難場所、住民の素養的に不安。 

【40 代／無記入・会社員】 

 

災害状況を逐一チェックして避難をしなくてもよいなら自宅避難で対応したらいい。 

【40 代／無記入・会社員】 

 

ペットが多いから 

【40 代／無記入・自営業】 

 

ペットがいるため 

【40 代／無記入・主婦】 

 

災害の種類と程度による 

【40 代／無記入・その他】 

 

ペットいるため 



【40 代／無記入】 

 

コロナが心配。プライベートがないし、家族が東日本大震災を経験している。 

【40 代／無記入】 

 

家族が障がい者のため避難所で過ごすことに不安がある 

【50 代／女性・会社員】 

 

ペットがいるから 

【50 代／女性・会社員】 

 

避難する順番は高齢者、幼児がいる世帯、50 代夫婦なんていけませんよ 

【50 代／女性・会社員】 

 

ペットがいる。板橋区のペット同伴避難所が少ないし、中に一緒に入れない 

【50 代／女性・会社員】 

 

ペットの受け入れがＮＧだと思うから 

【50 代／女性・会社員】 

 

マンション住まいなので災害の種類や規模による 

【50 代／女性・会社員】 

 

ペットと避難して大丈夫か不安があるので 

【50 代／女性・会社員】 

 

職場へ行くよう言われている。 

【50 代／女性・会社員】 

 

知人がいると…嫌。 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

日本はあまりにも遅れている。アメリカなどは、赤十字スタッフが運営し、警官が常駐している。移動もバスでサービス。日

本はもっと自衛隊をフル活用し、「プロによる運営」をしてほしい。 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

高齢の母がおり、動かすことができないため 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

ペットがいるので行けない 

【50 代／女性・自営業】 

 

自宅に体制が整っている訳ではないが、家にいると思う 

【50 代／女性・主婦】 

 

（①について）数日であれば 

【50 代／女性・その他 失業中】 

 

今現在、高齢病気のペットがいる。自分も身体障がい者である。 



【50 代／女性・その他】 

 

ペットがいるから 

【50 代／女性・その他 保育士】 

 

ひなん所では必ず何か問題が起きるから。頑張ってもダメな時はみずから命をおとすかくごです。 

【50 代／女性・その他 生活保護】 

 

とりあえず自宅待機して様子を見る 

【50 代／女性・その他 保育士】 

 

子供が障害者でおとなしくできないから 

【50 代／女性・その他】 

 

前回の台風の時に、逃げられる範囲で開設されていなかった。蓮 2 小の体育館は家より低かった 

【50 代／女性・その他】 

 

障害・持病もあるので避難所では生活出来ないと思う。自宅で暮らせる状態なら、避難所には行きたくない。 

【50 代／女性・その他】 

 

高齢者などの優先順位を考え 

【50 代／女性・無記入】 

 

東日本大震災の時、避難所(小学校体育館）に行ったが、大勢の人で足の踏み場もなく、数日間過せる場所とは思

えなかった。 

【50 代／女性・無記入】 

 

重度の障がい者を抱えている 

【50 代／女性・無記入】 

 

ペットがいるから 

【50 代／男性・会社員】 

 

どこで被災するか分からない（職場は板橋区外） 

【50 代／男性・会社員】 

 

業務上の理由に依り 

【50 代／男性・会社員】 

 

ペットがいるから 

【50 代／男性・アルバイト】 

 

ペットのため 

【50 代／男性・自営業】 

 

バカの集まり西台町会と関わりたくない―弱みにつけこむ「でしゃばりババア」が多い。 

【50 代／男性・自営業】 

 

ペットを飼っているので 



【50 代／男性・自営業】 

 

犬がいるため 

【50 代／男性・その他 なし】 

 

河川氾濫（低地）地震崩壊（傾斜地）該当せず 

【50 代／男性・その他】 

 

心因性頻尿で最速１５分でトイレに行きたくなるほど。おねしょが心配で自宅にいたい。 

【50 代／男性・その他 生活保護】 

 

災害の規模による 

【50 代／男性・その他 長期失業者（1年以上）】 

 

災害の状況次第で判断は変わる 

【50 代／男性・無記入】 

 

自治体、政府を信用していないから 

【50 代／男性・無記入】 

 

避難所のスペースが住民数に対して全然足りていないと思うから 

【50 代／無記入・会社員】 

 

遠い 

【50 代／無記入・会社員】 

 

時代がもう違います。プライベートの空間が必要です 

【50 代／無記入・会社員】 

 

ペットと共に避難できる環境。1 つの家族にひとつのテントなど 

【50 代／無記入・会社員】 

 

（③について〕自閉症の息子がおり、人が集まりザワザワしているところは苦手なので難しいです。 

【50 代／無記入・会社員】 

 

避難所はすごしにくいと思うから 

【50 代／無記入・会社員】 

 

ペットがいるので連れていくことに不安がある 

【50 代／無記入・会社員】 

 

ペットと一緒に避難できるかわからないため 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

状況によって判断する 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

ペットがいるから 

【50 代／無記入・自営業】 



 

ペットがいるため 

【50 代／無記入・主婦】 

 

避難所で出会う人とトラブルが起きることを懸念 

【50 代／無記入・無記入】 

 

その時の状況による 

【60 代／女性・会社員】 

 

避難所に行く気が起きない。テレビで見ているような場所 

【60 代／女性・アルバイト】 

 

自宅の状況を確認し、その後必要があれば避難所行くことも考える 

【60 代／女性・アルバイト】 

 

ペットを残しておけない 

【60 代／女性・自営業】 

 

ネコをかっている。 

【60 代／女性・自営業】 

 

プライバシーがないから 

【60 代／女性・自営業】 

 

ペットがいるため。息子が統合失調病 

【60 代／女性・自営業】 

 

自宅より低所に避難所があるので水害時は自宅の方が安全。 

【60 代／女性・自営業】 

 

団地の８階に住んでいる。普段から避難所には行かないで、自宅待機と聞いている。 

【60 代／女性・自営業】 

 

周囲の目を気にして休めない。狭い空間で体調が悪くなるおそれがある。又、いつまで避難所にいなければならないか先

行きが分からないときもあるのでは… 

【60 代／女性・主婦】 

 

化学物質過敏症なので、ワックスがけした体育館の床、合成洗剤で洗たくした衣類を着た人たちなどの近くに長時間い

ると、種々の症状が出るため避難できません。自宅に水や食糧などを沢山備蓄しています。 

【60 代／女性・主婦】 

 

トイレ（洋式）が不安のため。足が悪いので床に座ったり立ったりが不便が理由。 

【60 代／女性・主婦】 

 

自宅がマンションで居場所としては大丈夫と思う。板橋区民の人口から考えると避難を受入れるキャパシティがないと思

う。 

【60 代／女性・主婦】 

 



高齢者、障害者を避難所まで連れて来るのが大変。（避難所まで遠い） 

【60 代／女性・主婦】 

 

その時の状況に応じて対応したいと思っている。 

【60 代／女性・主婦】 

 

自宅が安全だと思えるから。 

【60 代／女性・主婦】 

 

急な坂を登り降りしなければならない低い土地を通らなければならない（上二小）（車道と歩道が分かれているので安

全。板十小に行きたい。子供は板十小に通学していた。どうして上二小が避難所になっているの？） 

【60 代／女性・主婦】 

 

避難指定までの距離がありすぎる。遠くて無理。 

【60 代／女性・主婦】 

 

最近は状況に応じての避難が推奨されているので 

【60 代／女性・主婦】 

 

家が住める状態だったら、家出生活を続け、避難所で生活に必要な物を頂き、手伝えることは手伝う。 

【60 代／女性・主婦】 

 

ペットがいるから 

【60 代／女性・主婦】 

 

UR だから（高い位置に住まい）家具転倒防止すみ 

【60 代／女性・主婦】 

 

ペットがいるので 

【60 代／女性・年金生活】 

 

老人がいるため避難所では無理がある(トイレ） 

【60 代／女性・年金生活】 

 

避難所＝家族というイメージがあるので単身者は行きにくい。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

プライバシーが保てなそうで、不安がある。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

危険区域でない 

【60 代／女性・年金生活】 

 

ペットがいるから 

【60 代／女性・年金生活】 

 

私が障害者だから。 

【60 代／女性・年金生活】 

 



避難所まで遠いので歩いて行けない 

【60 代／女性・年金生活】 

 

ペットがいるので避難している人たちの受け入れが不安 

【60 代／女性・年金生活】 

 

その時にならないと思います 

【60 代／女性・年金生活 生活保護】 

 

家族にケアが必要な人がいるので、なるべく家出対応したい 

【60 代／女性・年金生活】 

 

水害が発生した時の避難所がわからないから 

【60 代／女性・年金生活】 

 

狭いところで知らない人たちと生活することの不安 

【60 代／女性・その他 ケアマネ 】 

 

自宅が危険だと思ってない。危険を感じたら避難する。 

【60 代／女性・その他 パート勤務】 

 

環七を渡っての避難は現実的でない 

【60 代／女性・その他 介護支援パート】 

 

猫がいるから 

【60 代／女性・その他 臨時職員】 

 

プライバシーが守られるかどうかわからないから 

【60 代／女性・その他 無職(失業中）】 

 

災害の種類によります 

【60 代／女性・その他 自由業】 

 

高齢者がおり、避難の手段があると思えない。 

【60 代／女性・その他】 

 

家族とともに行くのが大変だから 

【60 代／女性・無記入】 

 

体制・運営に不安がある 

【60 代／女性・無記入】 

 

犬を飼っているので 

【60 代／女性・無記入】 

 

犬を飼っているから 

【60 代／男性・会社員】 

 

プライバシーが保てない。心休まらない 



【60 代／男性・会社員】 

 

前提条件を決めなければ、全く意味のない質問です。自宅が全壊/全焼/家屋河川流出等あって、ヒナン所に行かない

人は知人、親せき、実家に行く人ではないでしょうか？ ２）の質問をする主旨は、災害とは言えないレベルの事態や

自宅被害が出ていないことを想定しており中途半端な質問です。データ分析になりにくいです。「大雨・洪水・河川はんら

んで床上浸水の被害以上をうけたとき」災害の前提を明確に示さないと回答ができません！「住居が半壊以上となる大

規災害に合ったとき」を前提とします。他住居が半壊でも自宅が建物構造に損傷がなければ、避難所を不用意に過密

にするだけでムダです。 

【60 代／男性・会社員】 

 

ペットがいるので、避難所には行きたくない。 

【60 代／男性・会社員】 

 

密になり、コロナ禍で且つ他の感染症等が生ずるのではないでしょうか。避難所のトイレ等衛生面で心配があります。 

【60 代／男性・会社員】 

 

避難所が遠い!! 近くに小学校があるにもかかわらず。 

【60 代／男性・会社員】 

 

プライバシーがないと思う 

【60 代／男性・会社員】 

 

土砂災害警戒（特別）区域の整備、地権者に強制的に行わせる事 。借地権等地主の権限が大きすぎて建て替え

ができない。地主に各種価格の承諾料を要求され建て替えができない。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

避難所が密だから。動物をつれていけない。マンションの方が安全、水害も。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

他県のホテルに避難します 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

受入れ体制が整っていないから 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

マンションの 5 階に住み、妻が車椅子だから 

【60 代／男性・年金生活】 

 

じっとしている。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

他人との生活にストレスを感じるから 

【60 代／男性・年金生活】 

 

障害者を受け入れないと思うから 

【60 代／男性・年金生活】 

 

ケースバイケースでしょうか 

【60 代／男性・年金生活】 



 

避難所では子の介護ができないので 

【60 代／男性・年金生活】 

 

寝たきりの家族がいるので 

【60 代／男性・年金生活】 

 

年寄りがいるので避難できない。 

【60 代／男性・その他】 

 

ペットもかっているし… 

【60 代／男性・その他】 

 

他人と一緒に狭いところにいるのはイヤ 

【60 代／男性・その他 職人】 

 

ゆりの木団地の機能で何とかなるのではないか？ 

【60 代／男性・無記入】 

 

ここで死ぬ 

【60 代／無記入・会社員】 

 

避難所が混雑するから 

【60 代／無記入・会社員】 

 

洪水の時はしないと思う（４階なので)。地震はすると思うが、コロナ対策どうなっているのか。全ての避難所で考えられて

いますか？ 

【60 代／無記入・アルバイト】 

 

状況によっての判断だと思うことと、行政を信じられないから！ 

【60 代／無記入・自営業】 

 

ペットがいるから 

【60 代／無記入・主婦】 

 

人口に比べて避難所があまりにも小さく、希望する区民全員が避難するのは到底無理だと思います。 

【60 代／無記入・主婦】 

 

体制や設備がちゃんとしてるか不安 

【60 代／無記入】 

 

高齢の母がいるから 

【70 代／女性・会社員】 

 

区役所防災担当に聞いたが、収容人数が少なすぎて、密を考えると避難はできない。 

【70 代／女性・公務員】 

 

自宅にいられるだけ自宅にいる 

【70 代／女性・アルバイト】 



 

避難所へ行く手段がない 

【70 代／女性・アルバイト】 

 

ペット（猫）がいるから 

【70 代／女性・アルバイト】 

 

東京 23区内で避難所へ行くことの方が危険 

【70 代／女性・自営業】 

 

自宅のある所が避難地区に指定されている 

【70 代／女性・自営業】 

 

指定された場所はせまくて入りきれない 

【70 代／女性・自営業】 

 

高齢者なので自宅を終の場所と考えています。 

【70 代／女性・主婦】 

 

道路が、ビルが倒れたりして通れない可能性 

【70 代／女性・主婦】 

 

体調を考えると、家にいた方が安全・安心かと思えるから。ただし火災の時は避難する。 

【70 代／女性・主婦】 

 

耐震建築、ソーラー設置ありのため 

【70 代／女性・主婦】 

 

時と場所により 

【70 代／女性・主婦】 

 

③（坂道の途中の家で、土砂、浸水のおそれが少ない。） 

【70 代／女性・年金生活】 

 

災害の状況・状態による。コロナ禍のなかでは…など考えてしまう 

【70 代／女性・年金生活】 

 

動物と生活を共にしているので。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

自己免疫の病気と甲状腺の病気をもっているものですから。少し神経質なので。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

ペットがいる 

【70 代／女性・年金生活】 

 

病気感染がこわい。 

【70 代／女性・年金生活】 

 



避難所に地区の住人みんな受けられるスペースがあるのか心配しています。キャパシティの問題。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

ペットを飼育しているので受け入れられないと思う 

【70 代／女性・年金生活】 

 

足腰が弱いので個人では避難所まであるけない 

【70 代／女性・年金生活】 

 

夫が喘息のため、咳きこみが激しいので避難先で迷惑をかけるかもしれない。自分としては、夫を残して避難できない。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

災害の種類による 

【70 代／女性・年金生活】 

 

災害の内容によってちがうかな。地震の場合は考える。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

その時々に考える 

【70 代／女性・年金生活】 

 

坂下の住民は、荒川が氾濫すると、避難所はどこまで行くのか。大型台風で洪水になると、避難できないので治水を願

う。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

自宅療養の病人がいて避難は無理 

【70 代／女性・年金生活】 

 

大丈夫な場所と家だから 

【70 代／女性・年金生活】 

 

すぐにいっぱいになってしまうため 

【70 代／女性・年金生活】 

 

交通が間に合えば他所へ 

【70 代／女性・年金生活】 

 

猫がいる為受け入れ不可になるから 

【70 代／女性・年金生活】 

 

その時になってみないとわからない 

【70 代／女性・年金生活】 

 

樺太から着の身着のままで（当時５歳）引き揚げてきました。体験上現在の避難所は考えられないくらい恵まれていま

す。私は子供心に倉庫に（天窓 1 つ）50世帯くらい。引き揚げ住宅ができるまで“むしろの土”で過ごしました。北海道

伊達市黄金。 

【70 代／女性・年金生活 樺太生まれ、78歳、シルバー人材センターにて（西友勤務）】 

 

歩ける体ではないから 



【70 代／女性・年金生活】 

 

動物がいるから 

【70 代／女性・その他 子供の扶養】 

 

高齢なので敢えて避難しようとは思わない 

【70 代／女性・その他 無職】 

 

老親が居るから（認知症のため） 

【70 代／女性・その他 無職】 

 

団地の 2階に居るから 

【70 代／女性・その他 パート】 

 

板橋区の対策は、設置する避難場所が不適当？ 又遠く足も不便 

【70 代／女性・その他】 

 

このままあの世に行ってもいいと思っている 

【70 代／女性・その他】 

 

地元の自治会の人に話を聞いても、納得する答が返って来ない。 

【70 代／女性・その他】 

 

避難場所に行くまでが危険あり 

【70 代／女性・無記入】 

 

ペットが居るから 

【70 代／女性・無記入】 

 

ペットがいるから 

【70 代／女性・無記入】 

 

自宅のほうが安全だから 

【70 代／女性・無記入】 

 

地形・地質の観点、マンションの強度 

【70 代／男性・会社員】 

 

車イスだから 

【70 代／男性・自営業】 

 

団地は堅固な建物である。団地住民が全員避難所に行くとあふれてしまう。 

【70 代／男性・自営業】 

 

あてにならない。自衛が肝心。 

【70 代／男性・自営業】 

 

被害の程度による 

【70 代／男性・自営業】 



 

コロナがこのままなら感染しかねない！ 

【70 代／男性・自営業 破産手続き中】 

 

質問が具体的でなく答えにくい 

【70 代／男性・自営業】 

 

妻 1 人でおいて行くわけにはいかない。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

耐震補強工事済マンション 7F。水害荒川アフレテモ OK 

【70 代／男性・年金生活】 

 

各避難所の利用人員、世帯数の数値を明示してもらいたい 

【70 代／男性・年金生活】 

 

都会では無理（人が多すぎる） 

【70 代／男性・年金生活】 

 

避難所受け入れ態勢極めて貧弱 

【70 代／男性・年金生活】 

 

年取っていて人に迷惑をかけないため 

【70 代／男性・年金生活】 

 

家内が繊維筋縮症で寝た状態で、避難所等のベッドでは寝ていられない。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

避難所で眠れるとは思えない。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

今の居住地が高台にあり、周りに倒れる建物や木もなく、これ以上の避難所はないから。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

足が痛く移動が出来にくい。コロナ鬱 

【70 代／男性・年金生活】 

 

二世代住宅にしているので、水害などの場合は上の階へ 

【70 代／男性・年金生活】 

 

動ける体ではない 

【70 代／男性・年金生活】 

 

転居を考えている（郊外） 

【70 代／男性・年金生活】 

 

マンション住民は除外されると聞いていますから、トラブルを避けたいから 

【70 代／男性・年金生活】 

 



体制は整っていないが、できることは自分でする 

【70 代／男性・年金生活】 

 

行きたくないから 

【70 代／男性・その他】 

 

マンションなので避難できないのではないか 

【70 代／男性・無記入】 

 

井戸水、まき、ブロックありなので一週間位は生活できそうです。 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

洪水の危険があった時、避難所の学校が低地にあったためできなかった。 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

高層住宅群居住者には避難する場所がないと聞いています？ 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

ペットがいるので④だと思う 

【70 代／無記入】 

 

高齢でその時行けるか自信がない。 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

避難所で現在の体調では生活できないから 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

避難場所が狭く遠すぎる 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

プライバシーが守られない 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

高齢者、３階は水害の心配はないとのこと 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

分からない所に行くより自宅が潰れない限り自宅が良い 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

ペットがいるから 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

防災ガイド、ハザードマップ 2021 を参考にしています 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

病に合うような体制にあるかわからないから 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

89 歳４ヶ月、動きがおそい。食事は自分で作ります 



【80 代以上／女性・年金生活】 

 

要介護の親(100歳以上）と犬がいるから 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

足が悪いタメ行くのがムリ 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

居場所に不安 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

ここは大丈夫 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

歩いて行かねばならないが、長時間歩けない。１人で荷物を持って歩けない。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

災害の状況による 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

災害発生の内容により避難します。水害なら行かない。崖もないし。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

精神面で自宅が一番安心できる。5 日くらいの食料・水の備蓄がある。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

行く方法がない 

【80 代以上／女性・その他 家賃収入】 

 

多分、ごった返すから？ 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

その時にならないとわからない。頭と動きは違うから 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

避難しないと命が危ない場所は避難する 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

その時の状況による 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

早急な避難はできない 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

避難所がどこにあるかわからない 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

ネコを 2 匹と 1人暮らしの為 

【80 代以上／男性・年金生活】 



 

歩行困難 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

動けない人が居るから 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

災害に強いと思われる共同住宅に住んでいる 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

ただし、電気、水道、ガスが 2日以上止まった場合は避難する。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

私の所は海上から 30m以上あるので、少し位大丈夫だと思う。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

年寄りは体が動かないからその時にならないと分からないです。避難場所の町別区分を明示してください。板橋区はトイ

レの設置が大変遅れています。豊島区、北区、練馬区の実態から学んでください。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

避難所の再考を 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

避難所が遠くて行かれない。荒川が溢水した場合逃げる場所がない。「団地の３階まで上る以外ない」とみんな思って

いる（私は１階）。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

予め避難する場所を決めておくから 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

食事・衛生面が心配 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

障害者の為の設備が整ってないから 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

マンションが構造的に一番安全だと思っている。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

住んでいるところが避難所になっているから 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

災害の程度で考える 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

身体が不自由だから避難できない 

【80 代以上／男性・無記入】 

 

場所によって行ける自信がない。町会、特養などあるが。 



【80 代以上／男性・無記入】 

 

今の所が安全だから 

【80 代以上／男性・無記入】 

 

身体不自由で避難行動ができない 

【80 代以上／男性・無記入 無職】 

 

ペットを沢山飼っているから置いて行けない 

【無記入／女性・会社員】 

 

現住所（向原住宅）が避難場所になっていますので 

【無記入／女性・年金生活】 

 

コロナが不安 

【無記入】 

 

知らない人が多い危険な「難所」だから 

【無記入】 

 

他人と一緒が嫌な為 

【無記入】 

 

自宅が安心 

【無記入】 

 

富士見町アパートは回覧板すらない。（元会長に病気扱いされる） 

【無記入】 

 

10 階居住の為と思うが、避難所の充実化については日本は後進国であり、自宅の方が好ましいと。 

【無記入】 

 

体力的にむり 

【無記入】 

 

医療的ケアがある家族がいる為。非常電源に不安。 

【無記入】 

 

ペットがいる 

【無記入】 

 

運命だ 

【無記入】 

 

動物を飼っているから 

【無記入】 

 

何の災害か明確でない。災害ってなに？ 

【無記入】 



 

避難所はプライバシーがなく災害とは別のストレスがありそうだから。 

【無記入】 

 

ワガママ勝手を言うばかりで我田引水しようとする避難所の一部が必ず現れるので、それの対応に苦慮する行政マンや

関係者が苦労する姿をみたくはないから。 

【無記入】 

 

足腰悪く避難所の生活が出来ない 

【無記入】 

 

状況を見て自分で考えて判断をするしかないから、必要とあれば避難します。 

【無記入】 

 

ペットがいる 

【無記入】 

 

九州や西日本豪雨で困っている方々のためにちっとは動けよ!! 

【無記入】 

 

手足の病気 

【無記入】 

 

避難所が狭くて避難できないから。 

【無記入】 

 

避難所が低地の為 

【無記入】 

 

ただし車が維持できれば 

【無記入】 

 

ＵＲの６階だから 

【無記入】 

 

 


