
Q5 災害対策について 

3）災害対策であなたが実施してほしいものは何ですか 

 

性犯罪対策 

【20 代／女性・会社員】 

 

避難所内にパーテーションを設ける。家庭用・独身（性別別）の区別のあるスペース 

【20 代／女性・会社員】 

 

避難所が日本は海外と比べて遅れていると思います。避難所先で子供や女性がおそわれると聞いたことがあります。災

害の多い国だからこそ、個室があるような安心のできる避難所をつくってほしいです。 

【20 代／女性・会社員】 

 

川の氾濫した時に少しでも被害を少なくする程度 

【20 代／女性・会社員】 

 

ダンボールではなく、海外のような、テントのような個人空間が確保される仕切りが欲しい。 

【20 代／女性・会社員】 

 

ペットの避難 

【20 代／女性・アルバイト】 

 

感染対策を避難所でも徹底できる設備や物資の拡充 

【20 代／女性・主婦】 

 

皆が当事者意識を持てる呼びかけ 

【20 代／女性・その他 就労移行支援利用者】 

 

クラスターが発生しにくい避難所というものがもし実現可能であれば。 

【20 代／男性・会社員】 

 

いつでも検査態勢の構築 

【20 代／男性・会社員】 

 

避難所設備の改善 

【20 代／男性・会社員】 

 

マイポータルにメールアドレスを登録して、災害時に連絡してほしい 

【20 代／男性・会社員】 

 

避難所でのプライバシー 

【20 代／男性・会社員】 

 

紙おむつや粉ミルク、女性用消耗品等、飲食物以外の備蓄整備 

【20 代／無記入・会社員】 

 

NHK スクランブル放送 

【20 代／無記入・会社員】 

 



基本的な情報発信、地理、昔の災害等 

【30 代／女性・会社員】 

 

復旧にかかるコストの試算とその公開 

【30 代／女性・会社員】 

 

1 人暮らしのため、誰にも気付かれずに困るのではないかと不安。（地震で家から出られなくなったり）TVが家にないた

め、避難するタイミングに気付けなさそう。 

【30 代／女性・会社員】 

 

板橋区のホームページを見ても、自分が住んでいる所の避難所がどこになるのかいまいちわからない。もっとわかりやすくして

ほしい。 

【30 代／女性・会社員】 

 

ペットも一緒に避難できるようにしてほしいです。 

【30 代／女性・会社員】 

 

避難所でのプライベートゾーン確保。女性が性被害に合わないよう考慮されるべき。 

【30 代／女性・会社員】 

 

災害時に起こり得るレイプ被害、暴行被害への対策をしてほしい。そういう事件が多発すると聞いて以来、避難所での

生活を送ると考えた時に、ものすごく不安を感じる。 

【30 代／女性・会社員】 

 

赤ちゃんがいるとなかなか避難所のようにいろいろな人がいる場所は利用しにくい 

【30 代／女性・会社員】 

 

乳幼児がいる為、災害時に避難所などで受け入れてもらえるか不安。また備蓄への不安もあります。 

【30 代／女性・自営業】 

 

避難所での性犯罪、ヘイトクライムの不安をなくす 

【30 代／女性・自営業】 

 

避難所でもプライバシーをある程度確保できる環境整備 

【30 代／女性・自営業】 

 

2019 年の台風では、防災無線が何を言っているのか、全く聞き取れませんでした。携帯で聞くようにしました。 

【30 代／女性・その他 求職活動中】 

 

学生若者の指導 

【30 代／男性・会社員】 

 

危険な地形の地域への住宅建設は抑制すべき 

【30 代／男性・会社員】 

 

その時にならないと分からないです 

【30 代／男性・自営業】 

 

トイレの充実（数・様式など） 



【30 代／男性・自営業】 

 

3.11 の体験から、入浴等の衛生設備の拡充。自衛隊のまつりで見たテントの風呂等来なかった。一ヶ月入浴選択出

来ず、私にとっては非常なストレスだった。 

【30 代／男性・その他 生活保護】 

 

避難所でのプライバシー保護（性的）弱者の保護 

【30 代／無記入・会社員】 

 

事前の周知 

【30 代／無記入・会社員】 

 

一番近い避難所やそこまでのルート、そこへ行く道が遮断されたら？ 

【30 代／無記入・会社員】 

 

医療・救助体制の充実 

【30 代／無記入・会社員】 

 

避難所でのプライバシー確保 

【30 代／無記入・会社員】 

 

避難所の通信設備の拡充・Wi-Fi 

【30 代／無記入・会社員】 

 

トイレなどの環境 

【30 代／無記入・会社員】 

 

子供のいる避難家族ととうでない家族とで分けてほしい。災害があっても子連れと一緒に生活しなければならなくなると

考えると行きたくなくなる。 

【30 代／無記入・アルバイト】 

 

ペットがいると気軽に避難所には行かれないと思っている。でも家にいると食糧とか水とかもらえるのか不安。情報も入っ

てこないのか？わからない。 

【30 代／無記入・主婦】 

 

地震だけでなく水害の時、火山の時のリアルな避難訓練の実施。地域住民で大規模にやる。土・日にかけて避難所も

つくってやってみる。リアルな想定が大事だと思う。 

【40 代／女性・会社員】 

 

必要な物資が必要な人、場所へ行き渡る仕組み作り 

【40 代／女性・会社員】 

 

公共施設の避難所機能として設備の充実。そういった時にシャワー、トイレ設備（衛生関連）速やかに稼働できる 

【40 代／女性・会社員】 

 

男女別/ペットの同伴避難所など避難所のバリエーションを増やしてほしい 

【40 代／女性・会社員】 

 



災害対策、ジェンダー平等、様々なマイノリティ支援とコロナ対策は全て関連しているので、「各問題」として分けることなく

対策をすると良いと思う。 

【40 代／女性・会社員】 

 

自分で備えるとお金がかかる 

【40 代／女性・会社員】 

 

避難所でのプライバシー確保 

【40 代／女性・会社員】 

 

毎年の様に日本のどこかしらで自然災害が起きており、地方ではまだしも都内で大きいのが起きた時、果たして皆が入れ

る避難所なんてあるのか？とまずは疑問です。今はコロナもあり尚更奏思います。 

【40 代／女性・会社員】 

 

仮設ではない、借上げ住宅確保。 

【40 代／女性・公務員】 

 

コロナ対策 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

原発の廃止。そもそも安全に処理できない方法でエネルギーをまかなうのはどうかしている。安全に処理でき、環境に合う

方法を導入するべき。 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

以前の大雨の警報で雨音がすごくて防災のアナウンスが聞こえなかった。皆に聞こえるようにしてほしい。 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

災害対策として防災グッズを事前に配布して欲しい 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

ペットとの避難がむずかしくなく出来ること 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

自宅（賃貸アパート）には、備蓄物資を充分に置いておけるスペースがないことが悩みです 

【40 代／女性・自営業】 

 

ペットと一緒にいられる避難所の設備強化。※動物愛護法も改定された。愛玩動物は家族です  

【40 代／女性・その他 パート＆アルバイト】 

 

あらゆる動物達（家族）も一緒に避難できる場の確保 

【40 代／女性・無記入】 

 

災害について、どのような準備すればいいのかよく分からない 

【40 代／女性・無記入】 

 

被災したときやそのあとに、元の生活に戻るための十分な補償 

【40 代／女性・無記入】 

 

ペットも可能な避難体制 



【40 代／女性・無記入】 

 

ペット同伴可の施設の充実 

【40 代／男性・会社員】 

 

ライフラインの安定化対策 

【40 代／男性・会社員】 

 

金 

【40 代／男性・会社員】 

 

若年層 20 代から 30 代、中年層 40 代 50代の方々で、低所得者、所持金もなく、住居を求められない方も多くいま

す。まず生活基盤が立てられるまで、都営住宅を拡大してほしい。なお収入もそれなりに安定すれば出て行く形で。 

【40 代／男性・会社員】 

 

災害対策や避難所の運営体制がどのように計画されているのか、情報が共有されておらず不安がある。地域ごとでの共

有が必要に思います。 

【40 代／男性・会社員】 

 

地震だけでなく、水害などリスクの高い災害対策を科学的に計画し 

【40 代／男性・会社員】 

 

ペット対策 

【40 代／男性・公務員】 

 

低賃金、重労働も災害みたいなものです。 

【40 代／男性・アルバイト】 

 

国籍を分けないこと、信頼できる「災害時対応士」などの資格の普及、心理テスト含め。地域差も含め。 

【40 代／男性・自営業】 

 

共産党が政策のジャマをしない 

【40 代／男性・自営業】 

 

本来、地盤の弱い場所や埋立地にマンションや住宅を建てさせない。 

【40 代／男性・自営業】 

 

個人でできる災害対策の発信・共有 

【40 代／男性・自営業】 

 

充電設備の強化 

【40 代／男性・学生】 

 

コロナ禍でペットが増えたと聞いているので災害時ペットとどのように避難するのか、体制の整備と周知を行ってほしい。 

【40 代／無記入・会社員】 

 

コロナ対策 

【40 代／無記入・会社員】 

 



ＤＸによるリアルタイム情報共有 

【40 代／無記入・会社員】 

 

丈夫な公営住宅 

【40 代／無記入・会社員】 

 

避難所施設の充実、快適化 

【40 代／無記入・会社員】 

 

避難所の環境向上 

【40 代／無記入・会社員】 

 

防災無線が聞き取れない。板橋区保育園緊急メールのような仕組みにしてほしい。 

【40 代／無記入・会社員】 

 

医療関係の早期復旧 

【40 代／無記入・公務員】 

 

聴覚障害者で、精神系の持病を持っています。服用しているすいみん薬は強いタイプなので、おなじ薬が出されるのかが

不安です。風邪をひきやすいので、簡単でもいいので、風邪薬の確保を希望しています。 

【40 代／無記入・年金生活】 

 

ペットを飼っている方々の OKの居場所がほしい 

【40 代／無記入】 

 

ペット可の避難所 

【50 代／女性・会社員】 

 

小学生への避難訓練の充実 

【50 代／女性・会社員】 

 

意識を高める為の広報活動をもっとした方が良いと思う。 

【50 代／女性・会社員】 

 

町内のスピーカー放送をもっと聴きやすくして欲しい。災害時には何を言っているのか聞き取れないと思う 

【50 代／女性・会社員】 

 

三園 2 丁目は避難所へ行かずにとどまる地帯になっています。とどまるのはいいですけれど支援はしてもらえるの？ 

【50 代／女性・会社員】 

 

独身世帯で区外に就業先があると、区と接する機会がほとんどなく、情報が入って来ない気がする。 

【50 代／女性・会社員】 

 

在宅避難者が増えることにより、避難所への集中が回避できたら良いと思います。私は単身者です。避難所を利用する

際は、区民ボランティア制度（講習が必要）があれば、避難所の交通整理（ヒト、モノ）の役に立てたら良いと思いま

す。 

【50 代／女性・会社員】 

 

やはりまずは住む所だと思う 



【50 代／女性・会社員】 

 

避難所でのプライバシー確保 

【50 代／女性・会社員】 

 

避難所の設備を整える（プライバシー配慮など少しでも人間らしい生活ができるようにしてほしい） 

【50 代／女性・公務員】 

 

各町内に仮トイレを一斉に設置し、ある期間（下水道が各家庭で安定するまでの期間）それを区が巡回してそうじやお

ぶつの回収ちゃんと使えるように運営するシステム。 

【50 代／女性・自営業】 

 

重度知的障がい者の息子がいます。親の会などで情報収集を心がけていますが、行政側に頼ることはあきらめています。 

【50 代／女性・主婦】 

 

2）の理由の為、自宅にいても食料が確保できるシステムがほしい 

【50 代／女性・主婦】 

 

スマホじゃないと情報がとれない状況は、「使えない障がい者、高齢者は死ね」というのと同じじゃないか 

【50 代／女性・その他 預金生活者】 

 

えいせいめん 

【50 代／女性・その他 生活保護】 

 

わずかな働き口もコロナでなくなり、生保は物価の変動と関係なく減り、死ねといわれている気がする。社会のじゃま者な

のは自覚している。 

【50 代／女性・その他】 

 

避難所でのコロナ対策 

【50 代／女性・その他】 

 

ペットに対する施策 

【50 代／男性・会社員】 

 

ペット（動物等）が一緒に避難できる避難所 

【50 代／男性・会社員】 

 

災害が発生しそうなところを事前によく調査し（ハザードマップはあると思うが）大雨でも土砂崩れなどを防げる様にして

おいてほしい。 

【50 代／男性・会社員】 

 

電力確保 

【50 代／男性・会社員】 

 

適切な誘導の体制 

【50 代／男性・会社員】 

 

人命救助 

【50 代／男性・アルバイト】 



 

②、⑤につき、西台町会は、地主クラス中心に「賞味期限切れ」と称し、備蓄物資の内々処理が通年行事。且つ暗黙

了解事案。消防団も役立たずは、スタンドパイプ訓練もせず、ムダに団員スカウトの、スカウト以上は、利用価値無。 

【50 代／男性・自営業】 

 

ペット専用避難所 

【50 代／男性・自営業】 

 

被災者へのゼロ金利融資 

【50 代／男性・その他】 

 

ペットへの対応、ぜひ検討願います 

【50 代／男性・その他 介護施設＆専門学校講師】 

 

予知の充実 

【50 代／男性・無記入】 

 

ペットの災害時の扱いを、飼い主さんたちに浸透させて欲しい 

【50 代／無記入・会社員】 

 

日中他区で働きひとり暮らしだと、地震や豪雨などの突然の災害で何をすればよいのかどこに逃げればよいのか、そもそも

逃げるのかがわからないです。 

【50 代／無記入・会社員】 

 

ペットも一緒に避難できる環境整備 

【50 代／無記入・会社員】 

 

トイレなどの確保 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

高島平 5丁目の戸建は古いので怖いです。物資、水を汲みに行くのに不便だと困ります。 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

耐震のマンション（高層階に住んでいる） 

【50 代／無記入】 

 

区職員の危機管理能力向上、想定外ということでごまかさないでほしい。想像力を働かせて危機管理に努めて欲しい。 

【60 代／女性・公務員】 

 

避難所以外の避難場所最寄りの広場が少ないように思う 

【60 代／女性・アルバイト】 

 

正しい情報の伝達 

【60 代／女性・自営業】 

 

災害の起きる可能性のある場所には住宅建設を許可しない 

【60 代／女性・自営業】 

 



母は多発性筋炎という筋肉が破壊される病気で、長距離の移動はタクシーが必要です。災害時にタクシーがつかまらな

ければ避難が難しいです。 

【60 代／女性・自営業】 

 

トイレをストレスなく使用したい。食事はいまだに、テレビで見ると、冷たいおにぎり・菓子パン……。何十年も進化せず、我

慢があたりまえの避難生活ですか？  

【60 代／女性・主婦】 

 

使われない公共施設（あまり市民に利用されていない施設）をピックアップし、災害時にとりあえず住めるところを日頃

から検討しておくこと。①につながります 

【60 代／女性・主婦】 

 

全原発の廃炉 

【60 代／女性・主婦】 

 

アラートの内容が聞き取れない。 

【60 代／女性・主婦】 

 

各地域ごとに電力を確保できる様な太陽光発電などの設備 

【60 代／女性・年金生活】 

 

人の多過ぎる東京では、何も期待できない。どの項目も安易すぎる。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

防災グッズの配布。十分に充実したものを希望 

【60 代／女性・年金生活】 

 

三園２丁目には公共施設がなく避難所となる建物がないことが不安です。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

被害状況の早い把握と、すみやかな支援の具体策の提示。被害者になったら何が必要か不安とり除くための施策を。 

【60 代／女性・その他 介護支援パート】 

 

ライフラインの確保 

【60 代／女性・その他】 

 

避難所での段ボール間仕切り、ベッドの確保 

【60 代／女性・その他 無職(失業中）】 

 

避難困難者の避難の支援 

【60 代／女性・その他】 

 

プライバシーの確保 

【60 代／男性・会社員】 

 

老朽住宅、へいの崩壊対策、通学ルートにもいくつかある。志村三小付近。有事の際の想定外の言いわけをなくすこと。

板橋は住民が多いため、人の収容を考えると現在のヒナン所では不充分、猛暑日、極寒冷日も想定して、人が 2W～

6M 位のヒナンが必要となった場合、対応出来るのでしょうか？行政の考えている想定を区民へ開示しておくことが重要

です。非開示の場合は議論、ギモン指摘にもなりません。 



【60 代／男性・会社員】 

 

よきせぬ事を言いわけにしない。ましてや政権政党のせいにせず、自らの党の反省点を！ 

【60 代／男性・会社員】 

 

特にない 

【60 代／男性・会社員】 

 

避難所の環境整備 

【60 代／男性・会社員】 

 

交通機関の強化・耐性 

【60 代／男性・会社員】 

 

坂下など、荒川近くの地域住民が、避難の際の、具体的なシミュレーションの見える化が急務 

【60 代／男性・自営業】 

 

防災スピーカーいざというときに聞えないので個別受信機がほしい。 

【60 代／男性・自営業】 

 

災害に対する予防 

【60 代／男性・年金生活】 

 

障がい者の施設で働いています。災害が起きた時に避難所へ行くのは、障害のある人と接触したことのない人に理解し

てもらうのが難しい場面が多いと聞きます。そういう人たちが安心して逃げられる場所になったら、私達も安心して避難で

きると思います。 

【60 代／男性・その他】 

 

避難場所が遠い 

【60 代／男性・その他 社会福祉施設長】 

 

災害予測を立て、改善策を講じていく 

【60 代／無記入・会社員】 

 

地震、水害等により異なる 

【60 代／無記入・会社員】 

 

防災グッズ買い入れの助成の強化（特に共同住宅) 

【60 代／無記入・会社員】 

 

全て必要なことだと思います。＆根本的な見通しが必要だと思う。 

【60 代／無記入・自営業】 

 

賃貸住民への支援 

【60 代／無記入・年金生活】 

 

3 つまででは足りない 

【60 代／無記入・その他】 

 



ペットの安全確保 

【60 代／無記入】 

 

いつも災害がおこるとグダグダなので基本のシステムとしっかりして欲しい 

【60 代／無記入】 

 

区からの呼びかけ放送が聞き取りにくい。周りに反響してしまい、何を言っているのかまるっきりわかりません。もっと鮮明に

してください。 

【70 代／女性・アルバイト】 

 

人々がコミュニケーションとることの大事さを感じられる環境 

【70 代／女性・自営業】 

 

災害が起きた時には避難所へ、思っています、複数障害をもっている為（息子）、大勢の人の中にいられるだろうかとい

う不安があります。 

【70 代／女性・主婦】 

 

災害時にどうするかの具体的なお知らせを、日常的に、詳細に、住民に提示しておく。 

【70 代／女性・主婦】 

 

単身で高齢で体力も限界があるのでかなり不安がある。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

昔北区で頭きん（綿入り）が配られた。軽くてよかった。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

夫が障がい者なので避難所生活は無理のように思う。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

災害時のトイレの問題、公園にトイレ設備（地下に埋めてある）されてある地域があるように、近くの公園にも設置して

ほしい。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

酸素ボンベを利用しているため避難場所へ行けない 

【70 代／女性・年金生活】 

 

空き住宅、アパート、マンションを活用する。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

道路の整備。蓮根駅前通りは、歩道が狭く、日常的にも何とかならないかと思っている。災害時は動きが取れなくなると

思う。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

身内のいない一人高齢者のための支援 

【70 代／女性・年金生活】 

 

UR備品蓄え 

【70 代／女性・無記入】 

 



共産党は何でも反対ではなく、国民の意見を聞き政府に対して提案すべきである。 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

東京から脱出したい!! 災害が来るのわかってて、いられない。 

【70 代／男性・自営業 破産手続き中】 

 

避難所等でのプライバシー保護のための設備等の充実や保存食でない食の充実 

【70 代／男性・自営業】 

 

⑫新築付宅購入しても 20 年位で改装、改築の月日が早い。子供世帯が同居不可が散らつき費用の工面後世の拒

否反応（同居） 

【70 代／男性・年金生活】 

 

仮設トイレの均質な配置 

【70 代／男性・年金生活】 

 

最初は自分で 

【70 代／男性・年金生活】 

 

一人暮らしの老人対策！ 

【70 代／男性・年金生活】 

 

在宅者にも適切に物資などの配達 

【70 代／男性・年金生活】 

 

トイレ、スマホ充電 

【70 代／男性・年金生活】 

 

①関東大震災の際の火災などで、熱旋風などによって、多くの方が呼吸できなくて亡くなったり、焼死したりしています。

それを防ぐのは広い緑地（関東大震災の際は上野公園の樹木だった）です。区には広い視野に立って、そのような対

策も検討、実施してほしい。②コロナ禍のもとでも安心してひなんできる避難場所の確保。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

在宅の場合の食糧支援や水道水の確保、電気の確保などライフラインの充実 

【70 代／男性・無記入】 

 

水の確保、給水 

【70 代／無記入・会社員】 

 

災害時、薬の処方を無料で対応して欲しい（お薬手帳）安心をまず第一に 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

管理組合・自治会がよくやっているので安心している 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

身体の悪い人、年寄りを大事にしていただきたいです 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

早めの呼びかけをお願いします。老人には時間がかかりますので…。 



【80 代以上／女性・年金生活】 

 

特にありませんが、どうしようもないが、長期間の足場の設置はうっとおしい。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

一人住まいのための高齢でもあり助けに来られる支援の充実をぜひお願いしたい。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

水災害は心配だ。自分の物資を持って避難所まで行けるか？ 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

衛生面 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

大雨の洪水下水の整備。何ミリまで大丈夫なのですか。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

水、トイレ、避難の長さによっては薬が必要、種類が多いので。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

近い所で確保してほしい 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

災害が収まった後のガス、電気の器具の扱いの周知徹底の啓発 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

この辺は昔から天災ない所です 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

災害に遭遇した場合後の支援強化を望む 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

区（行政）が地域に身近な支援（経済面・精神面）に力をそそぐ事 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

公園と仮設トイレを増やして 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

住宅庭の倒壊調査改善 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

防災の責任は消防署ではなく、区役所であることをもっと知らせるべき。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

避難所の場所がわからない。 

【80 代以上／男性・無記入】 

 

災害地のたて直しに、被災した人達を優先的に割増賃金で雇用すること 

【無記入】 



 

人命のために全部当たりませんか？ 

【無記入】 

 

大災害時のインフラ（特に電力と水）の確保、準備 

【無記入】 

 

住宅再建はもういらないと思います。空き家ばかりで無駄です。自治会費が高い。何もやらないのにお金ばかり取る。 

【無記入】 

 

古い住宅のエレベーターの建設の助成充実。都営の老人は恩恵を受けているが民間は受けられないのですか？ 

【無記入】 

 

飲料水や食料の提供を近所で受けたい。 

【無記入】 

 

防災無線はなんと言っているのか全くわからない。機能していないので不要。（うるさいだけで、内容がわからず不安だけ

増幅させてる。区はなんで続けているのかわからない。） 

【無記入】 

 

自分で護れ 

【無記入】 

 

明確な定義がないから答えられない 

【無記入】 

 

災害時のプライバシー確保をいただきたい 

【無記入】 

 

ライフラインの継続的な老朽化対策 

【無記入】 

 

ペットと避難できる場所 

【無記入】 


