
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 

困っていることやご要望・ご意見をご自由にお書きください 

 

土砂災害警戒区域が近くにあり、皆の通学路になっているのでもっと対策をしてほしいです。（徳丸 7 丁目付近） 

【10 代／男性・学生】 

 

避難時の生活の質が上がるような物資を充実させて欲しい。（テントなどの壁と天井がある空間づくり）★避難所での

性犯罪対策（女子トイレや授乳など特に） 

【20 代／女性・会社員】 

 

避難所について、プライバシーを確保できるスペースづくり、女性が安心して過せる環境づくり、男女ともに雑魚寝するよう

な避難所はあまり使いたくない。 

【20 代／女性・会社員】 

 

最低限必要な防災グッズの配布があれば、その他のグッズも揃えようと思える。 

【20 代／女性・会社員】 

 

歩行が困難→車使ってしまうと逃げられない。→ではどうすれば逃げ遅れないかと、常日頃悩んでいる。北欧の施設はど

うか気になる。何か良いアイデアがあればぜひ取り込みたい。 

【20 代／女性・会社員】 

 

女性の性的被害が多い、とよく耳にします。娘が巻き込まれてしまうのではないかと不安です。対策があればいいなと思い

ます。 

【20 代／女性・会社員】 

 

災害時等に流れる放送が聞き取りづらく、内容が分からない 

【20 代／女性・公務員】 

 

避難所によってペットが同伴できないところも多いと聞きます。動物と接することのできない事情があって、避難所での共

同生活が厳しい人もいるのは存じていますが、だからといってペットの命は避難するに値しないわけではありません。少しでも

今より何かが良くなればいいなと思います。 

【20 代／女性・アルバイト】 

 

板橋区は特に生活保護受けてる人が多いせいか、店の店員に対しての態度がとてつもなく悪い。万引き多い。 

【20 代／女性・自営業】 

 

近所に知り合いが誰もいないため不安です。 

【20 代／女性・学生】 

 

知識やモノの備えは、使わないのが一番だけど、いざとなっても、すぐに多くの人が正しい判断をできるようにすれば、防げる

ものがあるんじゃないかと思っています。多くの人が覚えやすく、当事者意識が持てるような、ポスターなり DM なり（何で

もいいので）、何かあると嬉しいです。この前配布された「板橋暮らしのガイド 2021」とか、内容も分かりやすいし、見やす

かったので、こういうものが増えて、守れる命も増やしたいです。あと板橋の知らないことも書かれていたので、自分の住んで

いる所に、もっと興味が湧くような仕組みが欲しいですね。 

【20 代／女性・その他 就労移行支援利用者】 

 



避難所での性被害にあった話、ニュース番組で特集組まれたりしていて不安なのでもし災害が起きても避難できないと思

います。地区ごとに 1 つでも女性・子どものみの避難所があっても良いのでは。 

【20 代／男性・会社員】 

 

災害時に不足が見込まれる物資はあらかじめ業者と提携して確保しておき、災害時には連絡ひとつであらかじめ決められ

た物資をもらうなどの備え。 

【20 代／男性・会社員】 

 

ペットがいると避難しづらいです 

【20 代／男性・会社員】 

 

居住地の避難先が不明、引越したばかりで周りをよく知らない 

【20 代／男性・会社員】 

 

避難所のプライベートの充実が必要 

【20 代／男性・アルバイト】 

 

避難所を別の自治体で利用したことがあるが、利用者スペースを区分してほしい。女性／男性／ファミリー／支援必要

者など、相互扶助がしやすい、安心できる 

【20 代／無記入・会社員】 

 

同居の年寄りがいるが、車を持っていないため移動がむずかしい。自分も免許をとったっきりでそもそも運転技術もなく、

避難所までたどりつけないのではないか、つけても既に埋まってたらと思うと…。 

【20 代／無記入・会社員】 

 

定期的に、災害が起きたらどこに避難するかや、防災グッズは何をそろえるか等を記載したパンフレットみたいなものを配っ

てもらえると助かる。ぶ厚いと緊急の時分かりづらいので簡素でうすめがよいです。 

【20 代／無記入・会社員】 

 

一人暮らしをしている人間で、日中働いている世代は区からの助成の情報が届きにくいし、活用しにくいです。区役所に

案内があっても、用事以外では行かないので、お知らせなどは配布やメールなどで見れるとうれしいです。 

【20 代／無記入・会社員】 

 

日本は災害大国にもかかわらず、未だに事が起こると避難所で雑魚寝、冷えた食事。ノウハウが蓄積されていないと感じ

る。女性・子どものため、まずは避難所でのプライバシー確保から徹底すべき。 

【20 代／無記入・会社員】 

 

ペットと行ける避難所。もう少しペットに優しい街にしてほしい。 

【20 代／無記入・自営業】 

 

住んでいる住宅の耐震評価を、行政が行なって、住民が知ることができるサービスがあったら良いと思います。 

【20 代／無記入・学生】 

 

1 人暮らしの学生なので、自分が家で何かあっても誰も気づかないだろうと思うと、心配になる時がある。 

【20 代／無記入・学生】 

 

子供連れで避難することが不安です。 

【20 代／無記入】 

 



区の人口に対して災害備蓄物資が充足しているのか知りたい。地震による被災を想定したシナリオを都の資料で勉強し

たが、区版があれば勉強したい。なければ用意していただきたい。 

【30 代／女性・会社員】 

 

新型コロナに感染することが不安（特に出産を控えているため）なのでできるだけ在宅避難をしたいです。 

【30 代／女性・会社員】 

 

持病があってヒナンしても何か優ぐうされるの…？結局その先でも生きづらそうだから行きたくない。 

【30 代／女性・会社員】 

 

避難所には段ボールの間仕切り設置希望です。 

【30 代／女性・会社員】 

 

避難所でプライバシーが守られるか不安。小さな子どもがいると騒いだりして避難所に居づらくなるのではないかと懸念があ

る。避難所での性暴力対策など考えられているのか不安。 

【30 代／女性・会社員】 

 

災害時のチャート表のような A4 サイズ位の紙を配布してほしい。いざという時適切に動ける自信がないので、冷蔵庫には

っておいてパッと参照できれば便利だと思う。 

【30 代／女性・会社員】 

 

避難所のパーソナルスペースを確保してほしいです。特に女性や子どもは性被害に遭いやすく、安心できません。他国のよ

うにテントを設けるなど対策を講じていただきたいです。 

【30 代／女性・会社員】 

 

震度５以上の地震が起きた場合／荒川が氾濫した場合。板橋区として用意していることや、逆に自宅として最低限用

意しておいてほしいことを伝えて欲しい。避難所に住民全員が収容できることはないと思うが、その場合、どういう人は自

宅にとどまっていてほしいのかなど、具体的に通知しておいてもらえば、いざという時の判断がしやすい。 

【30 代／女性・会社員】 

 

荒川氾濫時、紅梅小まで小さい子を連れて逃げられるのか? 逃げた先でこのストレスが計り知れない。 

【30 代／女性・会社員】 

 

自宅が危険だとわかれば避難所に行かざるを得ないと思っているが、行っても体育館の床に雑魚寝させられ、プライバシー

もなく、どのような物資があるかわからない中、したいとは思わない。災害が多い国なのに、避難所の設備や避難の考え

方がいつまでも前時代的。どうにかしてほしい。 

【30 代／女性・会社員】 

 

女性や子どもに対する避難所での性被害やハラスメントに大変不安を感じています。 

【30 代／女性・会社員】 

 

小さい子を連れて避難することで、避難所で周りの人に迷惑をかけることにならないか等、不安がある 

【30 代／女性・公務員 会計年度任用職員】 

 

住民数に対して避難所の収容可能と思われる人数が少ないのではないかと思います。あまりにも混雑した避難所にひと

り暮らしの学生や若い女性は行きづらいと思います。 

【30 代／女性・公務員】 

 

公共施設だけでなく、一般住宅の耐震基準ももっと強化されて良いと思っています 



【30 代／女性・公務員】 

 

川が近いので水害が心配 

【30 代／女性・アルバイト】 

 

女子 2 人子ども 1 人の家族なので、もし避難所へ避難した場合の、２次被害などが心配です。男女別、家族・単身

別の避難所に別れるなどしてほしい。 

【30 代／女性・自営業】 

 

ぜんそくなので、衛生環境（ほこり等）に不安があります。同性パートナーと同居しています。避難所では「家族」という扱

いになるのでしょうか？ 

【30 代／女性・自営業】 

 

（①について）避難所にはパーテーションがあると良い。家族ごとで区切ってもらえるだけでストレスが軽減されると思う。 

【30 代／女性・主婦】 

 

いざ災害が起きて避難しろと言われても避難場所を知らない、避難した後どのような行動を取れば良いのか分かりませ

ん。役所の人間も被災者なので人手は足りているのか、不安です。 

【30 代／女性・その他】 

 

以前、避難場所に避難したくないが避難した際、若者が旅行気分で体育館を歩き回って、注意しても直らなかった。学

校が教育すべきである。次あったら正直正常でいられるかわからない 

【30 代／男性・会社員】 

 

団地も多く、避難所は圧倒的に足りないのではないか。どんな状態の人は避難すべきか、ある程度基準のようなものを

事前に示しておけると良い。水害はある程度想定できるので、具体的にいつどんな行動をとれるか、避難時はどのみちを

使えるか、どんな手段で等整理できると良い。 

【30 代／男性・会社員】 

 

災害対策を自治会に丸投げするのはやめて下さい 

【30 代／男性・会社員】 

 

避難所ではプライバシーを重視し、テント(屋内）などで周りから見えないスペースを作ってほしい（世帯ごとに、壁、天井

など区切ってほしい）。 

【30 代／男性・会社員】 

 

災害が起きた後の復旧作業と費用などが不安 

【30 代／男性・公務員】 

 

ペット連れで避難所へ行くハードルを下げてほしい 

【30 代／男性・自営業】 

 

ほぼ人災。アホな政治屋の引退。コロナも人災。ガケの強化。大量の雨を吸収する施設。 

【30 代／男性・無記入】 

 

避難所でのプライバシーの確保 

【30 代／無記入・会社員】 

 

乳幼児連れでも安心して避難できることを重視します。（女児を連れて母子での避難になるので男性の目も気になる。 



【30 代／無記入・会社員】 

 

避難した際のプライバシーの保護。赤ちゃんに授乳している際、見知らぬ男が近くでじーっとみていたという話を聞いたことが

あり、とても怖くなり、避難はせず、できるだけ自分で何とかしようという気持ちが強まった。 

【30 代／無記入・アルバイト】 

 

河原、公園等テントで避難する事が出来る様にして欲しい 

【30 代／無記入・自営業】 

 

避難所、給水拠点が遠すぎるので、増やしてほしい 

【30 代／無記入・主婦】 

 

ニチイケアセンター赤塚に、勝手に支援を切られていた。ヘルパーさんが来なくて困っている。福祉事務所も相手にしてくれ

ず。弁護士にでも行ってくれともいわれました。とても不愉快。どこに相談すればいいのですか？ 

【30 代／無記入・その他】 

 

災害の時は今考えられない。今が困っているので、 子供４人いる中で本当に毎日厳しいです。 

【30 代／無記入】 

 

周りに知り合い等が少ないので、何かあった時に助けを求められる人がいなくて心配です 

【40 代／女性・会社員】 

 

独身なので死にかけていても誰も助けてくれない 

【40 代／女性・会社員】 

 

有事にコロナ感染予防をきちんとした避難所が既に確保されていますか？ 

【40 代／女性・会社員】 

 

災害時に必ず犯罪にはしる男が増える。外人も危険。 

【40 代／女性・会社員】 

 

難病の夫と四男の薬の確保 

【40 代／女性・公務員】 

 

小・中・高との連携訓練など、広く優秀な人材を育成してほしい。 

【40 代／女性・公務員】 

 

家の前にある排水口が近所の木の枯葉などで塞がれていて大雨が降ると、自分で枯葉を除去している。区でそういう仕

事とかないですか？ 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

福島やその他、大災害のおきたところはまだ復興が充分とはいえません。完全に復興するまで支援するべき。オリンピック

やってる場合ではありません。やるならしっかり稼いで災害支援へまわして下さい。 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

防災グッズも買うと高いので、区で配ってほしいです 

【40 代／女性・アルバイト】 

 



各家庭での備蓄は無意味。汚部屋の片付けが先決。安心・安全の想念。無病息災、神への感謝。関東大震災の記

憶（9 月 1 日防災の日） 

【40 代／女性・主婦】 

 

東日本震災は復興できたのでしょうか？今でも福島、宮城の人々は大変だと知人から聞きました。税金払っているんだ

から政府はちゃんとしなさいよ！と言いたいです。 

【40 代／女性・主婦】 

 

避難所が住民に対して少なすぎる。公園の確保。平和公園に図書館がつくられるなど、板橋区に不信感がある。大規

模な災害の時に、使えるスペースを確保してほしい。 

【40 代／女性・主婦】 

 

県境に住んでいるので近い避難所は埼玉。行っていいのか悩む。成増は板橋区の施設が少ない。 

【40 代／女性・主婦】 

 

避難所のエアコンなど電源の充実 

【40 代／女性・その他 パート＆アルバイト】 

 

アンケートを通して、区民の声を聞いてくださることに感謝します。スウェーデンなどのように幸福度が上がる政策を望みま

す。 

【40 代／女性・その他】 

 

賃貸住宅に住んでいる区民（都民）への住居支援にも注力してほしい。 

【40 代／女性・その他】 

 

しょうがい者の人もあんしんできるようにしてほしいです。ペットもおねがいします。家においていくのはかわいそうです。 

【40 代／女性・その他】 

 

荒川の土手、板橋区側もコンクリートで補強して欲しい。（現状は北区側だけ補強されている） 

【40 代／女性・その他 薬剤師】 

 

人口に対して避難所が少なすぎる。ペットも一緒にいられる避難場所（テントを張れる場所の提供） 

【40 代／女性・無記入】 

 

特になし 

【40 代／男性・会社員】 

 

外国人向けの災害時情報が不足しているように思えます 

【40 代／男性・会社員】 

 

区内放送がほとんど聞こえない。エリアメール等活用してほしい。 

【40 代／男性・会社員】 

 

災害時のトイレ 

【40 代／男性・会社員】 

 

ペット受け入れ可の避難所を設置してほしい。ケージに入れるなど、一定の条件で「原則可能」としてほしい。ペットも家族

同然です。 

【40 代／男性・公務員】 



 

避難所でプライバシーが確保されない 

【40 代／男性・アルバイト】 

 

避難所が家から徒歩 10 分かかる為、もっと近場に確保してほしい。 

【40 代／男性・その他】 

 

携帯が確実に使える環境（つながる、充電スポット）が必要。家族と連絡がつけば安心して行動ができる。板橋区の

公園は北区に比べ、ベンチがかまどになっていない、井戸が少ない。災害に対応していない。 

【40 代／男性・その他 主夫】 

 

治水工事 

【40 代／無記入・会社員】 

 

仮設より借上とか、となりの/近くの自治体と連携してくれる方が良いが。 

【40 代／無記入・会社員】 

 

水害時、高齢の両親を連れて高台の避難所まで行く足（自転車）がない 

【40 代／無記入・会社員】 

 

プラバシー確保やコロナ対策ができている避難所が板橋区にあるのかな。しっかり準備しておいてほしい。 

【40 代／無記入・自営業】 

 

我が家には障害のある子供がいます。できれば在宅で、難しければ福祉避難所を利用したいですが、福祉避難所に関

する情報がもう少し欲しいです。 

【40 代／無記入・主婦】 

 

ホンダ等と協力し、災害時に PHV や EV を電源として用いることができるようにする。集合住宅や宿泊施設への熱供

給の地域エネルギー事業体（岩手県紫波町に事例）を設け、コ・ジェネで自前の電源確保（千葉県睦沢町に事

例）。 

【40 代／無記入・その他】 

 

避難所に、赤ちゃんのミルク、オムツの備蓄をしてほしい。他の避難者とは離れた所に赤ちゃんや子供のいる家族の居場

所を作ってほしい 

【40 代／無記入】 

 

都心部での水の確保 

【40 代／無記入】 

 

年々雨量が多くなってきているので、その対策 

【50 代／女性・会社員】 

 

避難所のトイレの充実を望みます 

【50 代／女性・会社員】 

 

ここ数年の雨・風・台風の強さで家の雨どいなど傷んできていて気になっているのだが、年収が減り修理の計画が建てられ

ない、また、安心して見積もりを請求できる業者を知りたい。 

【50 代／女性・会社員】 

 



一人暮らしのため、避難場所もわからないし、ちゃんと誘導してもらえるのか不安。孤立してしまうのではないか、と不安。 

【50 代／女性・会社員】 

 

病気や高齢者への支援 

【50 代／女性・公務員】 

 

避難所でプライバシーが守れるか不安である。ジェンダーフリーの避難所 

【50 代／女性・公務員】 

 

物資（水・食品〉などを住宅へ配給（配送も）してほしい。 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

給水や食料配布など、家にいても情報が届くように防災メールや区の HP などで連絡がほしい。 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

避難所において個人（家族単位）のスペースの確保や、そのスペースで過ごす間の衛生面（トイレ、体を拭くウェットタオ

ル、段ボールベッド、段ボールパーティション）などの状況、情報を分かりやすく発信してほしい。そして、在宅避難者への情

報の確保もお願いしたい（どうしたらよいのか… etc） 

【50 代／女性・主婦】 

 

風水被害が年々、被害が拡大しているので荒川、新河岸川に近くに住んでいるため心配です。水没しない対策を何とか

とってほしいと願っています。 

【50 代／女性・主婦】 

 

ペットとともに避難が心置きなく出来ると良いです 

【50 代／女性・主婦】 

 

避難所が徒歩５分以上の所しかなく、大地震等、５分以上かけての移動はリスクがあり、怖くて迷います。こういう場合

どうしたらよいのか心配です。 

【50 代／女性・主婦】 

 

浸水と土砂災害のハザードマップにあてはまる住所に住んでいます。マンションなので一時的避難や緊急を要する移動に

面した道路に、駐車車両や歩道に駐輪している買物客が、信号の前をふさいだりして、注意してもやめてくれない。スーパ

ーも特に気にとめていないので、通りにくいし危ないです。マルエツ成増団地店「何度も言っているので、そういう声があると

は言わないで下さい」 

【50 代／女性・主婦】 

 

パソコン、スマホはなし。目と耳が不自由（医者から歩行すら制限されている)。 必要な情報（例えばホームページから

……と言われてしまう）が、全く入らない、近くに親しい人もいない、多分取り残される。 

【50 代／女性・その他】 

 

東京はバラバラなので 1 つになるのにむずかしい。災害があったら、最後までもと通りになるまで見てあげてほしい。 

【50 代／女性・その他 生活保護】 

 

障がい者専用の避難所を作ってもらいたい。今の状態だと、本当にいざという時にどこにも避難できない 

【50 代／女性・その他】 

 

台風で災害が起こりそうだからといって、近隣（蓮根地区）の避難所をすべて閉鎖にする行政には心底呆れた。 

【50 代／女性・その他】 



 

足が悪いので、避難する事自体が難しく、避難所で生活出来ると思えない。長期的視点の話になるが、住宅耐震性向

上・自宅備蓄への支援・緊急時連絡体制強化で自宅避難が可能になるように。 

【50 代／女性・その他】 

 

水やトイレ、お風呂を確保してほしい 

【50 代／女性・その他】 

 

女性の１人暮らしなので、避難所へ行くのはとても抵抗があります。（プライバシーが確保できないと思うので） 

【50 代／女性・その他 派遣社員】 

 

障害者が１人でも安全に避難できるような対策をしてほしい。 

【50 代／女性・その他】 

 

日本語が母語でない人への、情報伝達。 

【50 代／女性・無記入】 

 

安定ヨウ素剤の配布を希望しています（東京も必要と思います） 

【50 代／男性・会社員】 

 

防災マップで荒川沿岸エリアの危険性は示していますが、具体的な対策が不足していると思います。北区の対応を参考

にすると良いと思いますが、荒川が氾濫する前に各家庭が避難すべき場所を把握しておく必要があると思います。その中

で、自分では避難が困難な人がどの位いるかを調査すべきだと思います。 

【50 代／男性・会社員】 

 

東京では、地方のようには、良くも悪くも、地域活動はできない（一部のもの限定）。1 人世帯（高齢者、若年層）

の支援対策を別に考える必要がある。一律の対応(避難訓練(所））は厳しい。ほんとに独居が多い、増加していること

わかってますか？ 

【50 代／男性・公務員】 

 

日本の避難所は粗末で不快、時代錯誤。復旧工事が長引く場合も考慮して、快適な設備を増やして欲しい。 

【50 代／男性・アルバイト】 

 

情報の細やかな提供。どこにどんな避難所があるのか、どこに何が備蓄されているのか…実はほとんどわからない。 

【50 代／男性・自営業】 

 

最寄の避難場所がすぐわかる告知（地図の配布）。インターネットが苦手な方、できない方も少なくないです。 

【50 代／男性・自営業】 

 

都議選にとくとめさんに投票しました。コロナは元々中国武漢で初処の時に、安倍が中国からの入国制限をしていれば、

日本は島国なのでこんな状態になっていないはず。 

【50 代／男性・自営業】 

 

夜光塗料などで避難所までの道順案内があると便利？ 

【50 代／男性・自営業】 

 

板橋のハザードマップの危険な場所ばかりに新規住宅が建っているので規制して欲しい 

【50 代／男性・自営業】 

 



損保保険料を、各災害への遭遇可能性に基づいて傾斜させることで、当該地の住宅建築時の避災対策も厚みを変え

る。当然被災しやすいところは保険が上がる。結果的にゴーストタウンとなった後、本格的な防災都市を建設するのが妥

当と思う。必要な原資はそこに住む者が負担し、区政の興発的疲弊を防止するのが“区”のためなのでは？ 

【50 代／男性・その他】 

 

よく言われるように、食料や水、携帯トイレなどを３日～１週間分くらい自宅に備蓄したいと思っているが、日々の生活

が苦しく、「そなえる」ことにお金を回せない状況です。災害が起きた時、自宅にとどまる人への自治体の支援はどうなるの

かわからず不安です。 

【50 代／男性・その他 失業中】 

 

女性や障害のある方たちも安心して避難できるような場所は必要。トイレ、生理用品、防犯などの面での困難は明らか

なので。 

【50 代／男性・無記入】 

 

自分事ですが、一人で生活することが普通になってきました。大勢でいることだけでストレスになります。避難所の設営にも

難しいと思いますが、参考にしていただきたいです 

【50 代／無記入・会社員】 

 

板橋区は坂本になってから散財すぎる。特に私的流用が多い。無駄な緑化や駅前の不要な工事など 

【50 代／無記入・会社員】 

 

液状化は避けられず、排水が十分行われなければ、コレラなどで体力のないものは死んでしまいます。しかし地元の町会

は、シニアがいまいち、危機感もなく、液状化の後何が起こるとか各戸へ啓発が必要。 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

「自助、共助、公助」を推進するのであれば、自助に対する支援の拡充が必要。避難所対策だけでは、限界があると思

う。 

【50 代／無記入・主婦】 

 

避難所が少ない。ハザードマップを見たが、家の近くの避難所は一箇所のみ。近隣にマンションが多く、行っても入りきれ

ないと思うので行っても仕方ない 

【50 代／無記入・その他 パート】 

 

区よりの緊急方送はマイクのハウリングの様な事で毎回何を言っているのかほとんど聞きとれない。もっと誰もがはっきり聞

きとれる様にして欲しい。 

【60 代／女性・会社員】 

 

〔意見〕ペットと行動をともに出来るようにする。あるいはペット業者などが、災害時にペットを預る。又、その場所を確保

する。→犬猫もだが、へびなんかににげられたらどうするのでしょう！？ 

【60 代／女性・会社員】 

 

避難場所は十分なのか、コロナ禍で密になるのではないか心配。 

【60 代／女性・会社員】 

 

高齢者や障がいのある方に優しい（わかりやすい）対応。年１回の防災訓練（職員）は（テント設営、トイレ、炊き

出し等）全員が講習を受けたほうがいい 

【60 代／女性・公務員】 

 

大きな工場が移転し、空き地になったと思うと、すぐに建売住宅になり、火除け地のような場所がない 



【60 代／女性・アルバイト】 

 

近所にお年寄りが多い。いざという時、どのように連絡したり、確認するのか、分かっていない。町ぐるみでどのように行動す

るのかわからない。誰に聞くのかもわからない。 

【60 代／女性・自営業】 

 

日本は地震国。そこに原発を作ったことがそもそもの間違い。災害時にはまたメルトダウンする可能性があり、その地域だ

けの問題にとどまらない、全世界に大きな被害をもたらす。安全神話は真っ赤なウソだったことは証明済み。区としても国

に働きかけてほしいです。 

【60 代／女性・主婦】 

 

防災アナウンスが何を言ってるか分かりません。反響してワァーワァーしか聞こえません。 

【60 代／女性・主婦】 

 

集合住宅で道路側に大樹があり、落ち葉が大量にあり、清掃しないので、排水溝が詰まる。下水路を定期的に清掃し

てほしい。タバコのすいがらゴミを排水溝にすてる人がいる。大雨が降った時にあふれたりしないか心配でたまらない。早く

対策して下さい。お願いします。 

【60 代／女性・主婦】 

 

避難所はスペースだけでなく、内容の充実を。生理用品、赤ちゃん用品、TKB（キッチンがあればあたたかい食べ物も食

べることができる）、プライバシーの確保等。 

【60 代／女性・主婦】 

 

一人暮らしであり、尚、IT 機器等に精通しておらず、COVID など万が一の事が起きた時、どうしたらよいのかとても不安 

【60 代／女性・主婦】 

 

自宅の下が区道となり（1ｍくらいの草道）、その下が崖となっている。年々、大雨のたびに崖が数センチから数メートル

くずれている。所有者への対処のよびかけをしてほしい。又、草道の区道は、区からは何の整備、草刈もされていない。どこ

に言えばよいのか？ 

【60 代／女性・主婦】 

 

中学生に訓練を受けていただき、地域リーダーになってほしい。昼間力になる若者・男性は、学校・仕事で地域にいない。

避難所になる中学校内の設備などよく知っている。中学生は地元の子で、体力知力に優れている。 

【60 代／女性・主婦】 

 

自治会がないので災害の時心配です 

【60 代／女性・主婦】 

 

石神井川の氾濫が危惧される。そのための意識啓発と避難場所の確保。（マンション 1F 住民に対しても）砂袋の十

分な量の準備。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

防災のアナウンス（多分、小学校から発せられていると思うが）が全く何を言っているのか聞き取れないのを何とかしてほ

しい。間違いなく災害時には全く役にたたないだろう。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

ペットと一緒に避難できるような対策 

【60 代／女性・年金生活】 

 



地震の場合と水害の場合は、避難も違ってきます。水害の場合は５階に住んでいる友人宅へ一時避難。地震の場合

は団地１階の自宅に住めるようなら住み、無理なら避難所へ行きます。トイレが一番心配です。避難所は荒川の氾濫

に対応できるように設置してほしい。  

【60 代／女性・年金生活】 

 

１人暮らしの高齢者の人への支援・対策を特にお願いしたい。年間・区はどの程度（何人）孤独死しているのか、区報

で知らせてほしい（月ごとに）。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

賃貸の 7 階に住んでいます。とりあえず自宅にいると思いますが、地震の時はどのようにするかと思います。 

【60 代／女性・年金生活 生活保護】 

 

ハザードマップが、わかりにくい。もっと大きく表記してほしい。（地図上の表記） 

【60 代／女性・年金生活】 

 

賃貸のアパートに住んでいます。私なりの防災グッズは備えているつもりですが、区から、（最低限でも良いので）防災グッ

ズを、無償か安価で提供していただきたいです。それによって、自分自身の用意しているものの確認もできると思うからで

す。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

板橋区では、豪雨時スピーカーで避難等の指示を流していますが、雨や風の音で聞こえません。車にて区内を回り聞こえ

るようにするか、スピーカーの数を増やして欲しい 

【60 代／女性・その他 ケアマネ】 

 

水とトイレを 1 人々に確保して欲しい。 

【60 代／女性・その他】 

 

食物アレルギーのある人への対策。ペットの同行避難ができる所も増やす（動物アレルギーの人と分けられるように） 

【60 代／女性・その他】 

 

現在の住居は 3F 階段のため、これから高齢になり住んでいけるか不安がある。高齢者向けに住みやすく安い賃料での

住居を増やしていただきたい。 

【60 代／女性・その他】 

 

防災無線が反響して聞き取れません。全地域への細やかな伝達を。 

【60 代／女性・その他】 

 

3.11 の時 JCOM も映らなくなり、情報が入らなくて困った。実家が釜石なので気になった。被災地からも携帯の充電器

を送ってくれと頼まれた。 

【60 代／女性・無記入】 

 

避難はあくまで一時的、長期は希望しない 

【60 代／女性・無記入】 

 

インフラも大事だが、人と人との（近隣）つながりの意識改革。プライバシーの考え方を議論する場が必要。 

【60 代／女性・無記入】 

 



地球温暖化で世界中異変となっています。今後増々日本の各地域で起こるでしょう。その時困るのは、スマホの充電、

電気がストップした際のトイレの使用不可等であります。東日本の震災の時に自宅へ徒歩 6 時かかりました。今後は地

下鉄の開放、大きな規模の施設等を(学校も含む）区に開放し、安心できる都民の生活を守ってほしいです。 

【60 代／男性・会社員】 

 

災害の程度によって支援も変わってくると思います。 

【60 代／男性・会社員】 

 

避難所の中身の充実 

【60 代／男性・会社員】 

 

聴覚障害者なので、音声の情報だけではなく、文字や視覚情報も準備・整備して欲しい。 

【60 代／男性・会社員】 

 

ここの地域住民が、どこに避難したら、何ができ、何をしてくれ、何ができないのか、の理解しやすい広報や、説明会の実

施等 

【60 代／男性・公務員】 

 

都内は人口が多すぎるため、避難所は無理なので田舎（山梨）か他県のホテルに避難します。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

災害時に避難すべきか否か、判断する基準がよく分からない。避難勧告が出たことはあるが（大雨）、町内放送は雨

音に消されて全く聞こえなかった。区のホームページの設計にも問題があり、非常時には役に立たない。情報流通が最も

重要。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

アパートなどに住んでいる人たちについては、あまり情報が入ってない気がします。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

災害時の支援金などの支払が、一般的に時間がかかりすぎだと考えます。公務員の専門的な部署を作るべきだと考え

ます。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

町会で行なっている避難訓練は災害の現実に対応しているものとは思えない。ましてや各町会の集合セレモニーなど全く

無意味。行政の偉いさんのアリバイ活動としてしか思えない。 

【60 代／男性・その他 会社経営】 

 

停電時、蓄電装置を全戸に設置させる 

【60 代／男性・その他】 

 

私達の年代で、パソコン等を操作できる人が少なく、なるべく身近にある電話等で情報を聞きたい 

【60 代／男性・無記入】 

 

地域で高齢のお一人住まいがとても多く感じているので、地域の把握と災害時の早く動けるための支援体制の構築 

【60 代／無記入・公務員】 

 

大災害が起きた時、区民の何％が避難所に入り、備蓄物資を配布してもらえるのか実態を公表し、区民一人ひとりが

自分や家族の命を守るために何をすれば良いのかを指導し、援助していただきたいです。 

【60 代／無記入・主婦】 



 

近々の人達の寄り添い方を考える。自由な精神を持つことの大切さ。ワッチとさりげなさの違いに注意したい。心のよりど

ころ。 

【60 代／無記入・年金生活】 

 

災害時にも、人権や個人が尊重される対策を希みます。 

【60 代／無記入・その他 舞踊家】 

 

避難所が高齢者には遠すぎるので、身近で安全な場所の確保…板橋駅建設するので一時避難所的な場所を設けて

欲しい。 

【70 代／女性・会社員】 

 

今まで避難場所となっていた小学校が廃校のため使用不可となり、別の小学校が避難場所となったが、より広い地域

の人の避難場所となった。新型コロナウイルスなどを考えると避難したくないが…。 

【70 代／女性・アルバイト】 

 

築年数が古いので地震の場合不安（家が）。この年で（70 才台で避難所生活はつらい） 

【70 代／女性・自営業】 

 

隣や近所の人たちと普段からあいさつできるようにする。ワンルームマンションや集合住宅の人は無関心が多いです（地方

から来ている人が多い）。 

【70 代／女性・自営業】 

 

災害にあった時、個々が家を職場を、共に生きる人々が必要。その時はどうするか、考える考え方を今からすることが、現

在にもつながる生きる事と思う。 

【70 代／女性・自営業】 

 

志村坂下～志村三丁目の間にバス停作ってほしい 

【70 代／女性・主婦】 

 

高齢者を連れて家より遠くへの避難はできない。近くの高台へ避難できるような空室を作ってもらえればいいなと思う。 

【70 代／女性・主婦】 

 

車が多い。ムダな車危険です。排気ガスなど、省エネ、ガソリンの無駄使い。 

【70 代／女性・主婦】 

 

８階建ての住宅ですが、エレベーターが１ヵ所だけ。いざ災害が起きたときは、１ヵ所では、８割が何らかの事で負傷しま

す。また、死人も出ると思いますよ。エレベーターは２ヵ所付けて下さい。 

【70 代／女性・主婦】 

 

雨つゆしのぐ家があれば、食べるものはどうにか缶でも充実しているので、住む場所をすぐに確保してくださればありがたいで

す。 

【70 代／女性・主婦】 

 

高齢者なのでとても心細いです。一人になればどうしていいのか分かりません。 

【70 代／女性・主婦】 

 

「避難」の仕方も各家庭により、多様化すると思われるが、避難所にいる人だけでなく、家庭等で避難している人たちにも

十分行き渡る、水・食糧等の確保をしておいてほしい。またその宣伝も徹底しておいてほしい。 



【70 代／女性・主婦】 

 

毎日通る道（4 km 範囲）に今何か起きて、とっさの時避難できるところはあるかしらと、探しながら歩きますが、ありま

せん。これだけ人口が多いのだから、もっと多くのスペースの広い空き地・建物を区が所有し、確保しておくべきだと思います

が。 

【70 代／女性・主婦】 

 

近隣とのコミュニケーションなし。５年前にマンションから戸建てに越して来たが、想像以上にコミュニケーションなしにびっく

り！近所で頼れるところなしに不安!! 

【70 代／女性・主婦】 

 

避難所の対応が早いうちに準備ができているか?! 避難勧告のパトロール時、聞き取りやすいやり方を工夫してください。

パトロールで回っても、何を言っているか分からないと不安です  

【70 代／女性・年金生活】 

 

今までの災害時におけるテレビを映像で見る限りは、行きたくないが本音です。小中学校を統廃合にさせたので、避難所

の数が少ない。空き地ができるとすぐマンションが建ち、人が増えているにもかかわらず、対策もとっていない! 何から何ま

で自己責任の世の中になった。つらいです 

【70 代／女性・年金生活】 

 

昭和 59 年に建築のため耐震強化のための助成は利用できないか。現在の建築物件と比べるとどう見ても耐震性に問

題無しとは考えられない。耐震強化を考えているので助成の拡大を望みます。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

住宅耐震助成の利用するには業者が決められている等。基準が厳しすぎる。（例えば、日常信頼している建設業者

（大工）では、助成金がおりない） 

【70 代／女性・年金生活】 

 

しんがし川や荒川に近い世帯と高台の世帯と同じ目線で対策しないで下さい。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

町会に入ってないので避難訓練などの情報がわかりません。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

避難所のペットの受け入れ 

【70 代／女性・年金生活】 

 

道路から一番奥にある我が家にスピーカー音は全く聞こえません（情報ゼロ）。多少なりとも荷物を持って（特になくて

も）に雨の中移動は不可能です。何とか対策を。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

都営住宅をもっとつくって欲しい 

【70 代／女性・年金生活】 

 

住民を平等に取扱ってほしい！利権等、ない様、取扱って欲しい！ 

【70 代／女性・年金生活】 

 

仲宿の避難所は金沢小学校ですが遠いのと、小道が多いので地震の場合は行きつけるのかなと不安です。石神井川を

こえて帝京に行くのも難しいですね。 



【70 代／女性・年金生活】 

 

避難所があればいいではなく、プライバシーを守る、衛生面の拡充などきちんとした体制がとれていること 

【70 代／女性・年金生活】 

 

低収入(生活保護世帯以下)での生活費（年金のみ）ですが、マンション（持ち家自宅）が災害で一部損壊の場合

でも、一世帯あたりの拠出金となるでしょう。その際の一時立替金を保証人なしで貸与するようにしてほしいと思います

（分割で返済も)。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

防災グッズ、どうして高いのでしょう？ 特に食料品。年金生活者には高いです。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

集合住宅の場合、上階に避難所としての空室をつくっておくべきではないでしょうか。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

隣が火事になって、水・火に煽られ、壁が相当汚くなった。被害は網戸、トイレの外のパイプの焼け焦げ、ガラス戸破損、

雨樋の破損、消防署に届けた。増築部分の保険がなかったので保険なし。未だにそのまま。火元は謝りに来ない。広い

土地に駐車場を作り、新築する。漏電とか言っているが怪しい。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

公共施設の耐震化等が通れば、今必要のない施設の建て直しなどを言い出すと思う。それよりも今必要とする方にその

予算を回してほしい。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

板橋に引っ越して 5 年になりますが、バスで（シルバーパス）出歩くので、板橋区は正直知りません。コロナが落ち着いた

ら、少し散策しようかと思っていますが。 

【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）】 

 

身体的に歩けない高齢者は大勢いる。健康の人も大切だが、身体的不自由な高齢者のための策を考えてほしい。世は

高齢化社会、高齢者は我慢している。政府は子供の支援ばかりだ。子供子供と言うから子供は思い上がってくる。クソ

ガキになるばかり。子供の教養を高める教育を。年中いじめを見ている。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

10 年前セットバックで井戸をつぶしたが再び施設したい 

【70 代／女性・その他 賃貸業】 

 

独居老人、身寄りがない 

【70 代／女性・その他 パートで生活、年金がないため】 

 

ローンを娘が支払っておりますが、35 年もたっておりますので、何か耐震補強をしていませんので、いつも不安な時もありま

すが、今の熱海の方とか水害にあわれた方より幸です。 

【70 代／女性・無記入】 

 

災害時のトイレ対策、下水マンホールの活用 

【70 代／男性・会社員】 

 

現在、自治会の防災部長を担っていますが、コロナの影響で、人の集まりも禁じられ、防災訓練等ができない。町会員

のコミュニケーション不足が浸透している中で、東京直下大地震でも発生したら…と思うと大変心配です。 



【70 代／男性・アルバイト】 

 

災害があっても、自宅が安全であれば、自宅にいます。避難所では、プライバシー、トイレ、冬の場合寒さ対策、食事など

不安です。 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

大地震や津波に対する区民への認識を高めておいた方が良いと思う 

【70 代／男性・自営業】 

 

介護施設＝デイケアにパート勤務し、ワゴン車などなどで送り迎えをしていたが、老人 1 人では歩けない方々が多い、がめ

ちゃ多いから、災害が起きても、1 人で逃げられない。 

【70 代／男性・自営業 破産手続き中】 

 

直接の援助を求めるのでない。積立等に無税の枠を作り、各自が自力で取り組めるような制度がほしい 

【70 代／男性・自営業】 

 

災害の分類と板橋区で起こり得る災害の情報、対策の開示。 

【70 代／男性・自営業】 

 

荒川、新河岸川、暗渠等の対策はどうなっているのか。備蓄物資では医療器具の充実を（3.11 を思い出して） 

【70 代／男性・年金生活】 

 

困っている事は出来るだけ自助努力する事が必要。国難にあたって、少しは政府にも協力して欲しい。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

地域には幼児、高齢者等弱者が安心安全な生活が出来る様に健康な人達が地域を守る体制を作ってもらいたい。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

家族・親類が離れて暮らしているので、災害時の連絡には不安がある 

【70 代／男性・年金生活 非常勤会社員】 

 

（④について）広報のあり方。※人とのつながり 

【70 代／男性・年金生活】 

 

「コロナ、災害の巨大化、五輪・パラなど」そんな中もし東京に災害がおきたら…大きな不安？今後更に TV の情報が必

要と思います。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

水災害時の孤立化、家屋・車等の水没被害防止対策 

【70 代／男性・年金生活】 

 

区議会レベルで 3 対策は大丈夫？ 

【70 代／男性・年金生活】 

 

どの公園も、トイレや手洗い場が貧弱で数が少ない。災害時には絶対に不足します。災害時に拡張・増設などができる

ような構造を、具体化して準備しておくべきだと思う。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

荒川の洪水対策（出水時の生活） 



【70 代／男性・年金生活】 

 

④に関しては用意しておきたいが日々の生活でさえ、１日何百円という生活費の中ではとても無理です 

【70 代／男性・年金生活】 

 

水害時は、ハザードマップ 6 M、船渡、蓮根、坂下こんな広い場所で、避難所でどう入る気なのか。船渡を高台化して、

近隣の戸田、川口含む避難場所とする。100 年要しても区議は考えて実行すべき。この話をすると笑って終わっている。

行動せねば、笑顔で生活はできない。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

指定されている避難所に移動している間に災害に遭ってしまいそう。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

孤独でいたい 

【70 代／男性・年金生活】 

 

年金を増やして欲しい 

【70 代／男性・年金生活】 

 

避難訓練等、他区行政と比較すると板橋区は努力していない。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

備蓄物資や送られてくる援助物資の公平配分する時の情報伝達の共有化と、役割分担スタッフの確保、段取、工夫

力、変えて良い所、いけない所のジャッジする臨機応変能力のある人（キーパーソン的なリーダーを２～３人にする）「船

頭多くして船山に上る」ような事にならないように、日頃から、実際的な訓練（形だけでは役立たないです）。意見伝達

の伝言ボートをたくさん用意する。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

国、都などもっとスムーズな対応をしてくれ。 

【70 代／男性・その他】 

 

避難所の環境整備 

【70 代／男性・無記入】 

 

住民として行えること(自助、共助）をもっと訓練していく必要があります 

【70 代／無記入・会社員】 

 

予測のつく災害については、避難指示など躊躇せず出してほしい。 

【70 代／無記入・主婦】 

 

各地区の人口に対応できる施設はないと思う。現在避難所としているところは目的別（例えば乳幼児のいる家庭（ミ

ルク等）がある、または女性の衛生品が整っている）に情報提供すべきと思う（ペット等の件も含む）。動けない方々

には前もって地域での介護力を作るべきと思う。特に熊野地区はマンションが多く、多機能スペースを災害時に開放して

頂けるように、働きかけがほしい（介護施設はないので）。 

【70 代／無記入・主婦】 

 

公園などに設置してある区の放送スピーカーは、街中にはどのような間隔で設置されているのか。あまり見かけないが、区民

への緊急報道！  

【70 代／無記入・年金生活】 



 

あえて選びましたが、全て国の責任を持って、やれる事をしてほしい事ですネ。今の政権では…？ 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

老人が増えて、災害時の行動は難しいです。家で待機できる様にして下さい。 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

避難所のプライバシー確保の充実。地震、荒川氾濫など災害別の被害予測と避難所別収容人数、その具体策の明

示。 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

荒川が近くにあるので、いつもビクビク。年を取っているので、いざという時どうしたらいいの？ 町会に言っても何も連絡が

ない。 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

災害は来なくちゃ分からない、予言はよそう 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

１人暮らしの年寄りのこと考えてほしい 

【80 代以上／女性・アルバイト】 

 

私は 80 歳になりましたが、自分のことはまだできるので他人に迷惑をかけないようにしようと思います。 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

火災に…。 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

老人一人世帯の対策、他の避難者の面倒になる 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

介護３で寝たきりの毎日、目がほとんど見えないことで、地形がわからない所へは行かれない事だ。 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

荒川が決壊した場合、我が家近くは 4 m くらいの水がおしよせるとのことです。荷物を持ってどこに逃げて良いのか分から

ない 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

現在特にナシ 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

高齢で足が不自由の為、被間の災害時の避難が不安です。⑦の強化を切望致します。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

今後動けるかどうか分からない。すでに杖などでは歩けない。避難できるかどうか不安。１人住まいの高齢者の具体的避

難援助を示してほしい。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

人数が多いから避難所に入りきれないと思う。行き場はないのでそれが一番困る。 

【80 代以上／女性・年金生活】 



 

自宅周囲、杖をついて 500 m 歩ける程度なので、諦めるかも。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

自宅にシェルターがほしい 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

避難はしたいが、老人として避難場所まで辿り着けるだろうか。避難所に着いたとして、大勢の中で迷惑をかけることなど

心配（お手洗い他）できれば、年一回でも年寄り対象の訓練があれば参加したい。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

１人で住んでいますので情報早くしらせてください 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

備蓄食を蓄えるだけのお金、余裕がない 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

ヒザ関節症の為、避難所に行っても係の方の指示に従えないと思う。従って慣れた生活の場にいる方が、自分の身を守

る方法が生み出し易いと考えます。一番の問題は、視力に支障があり夜の歩行はできない。床に座ることができない。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

私の住んでいる高島平公団団地は、築年数が長いので災害に不安があります。高齢のため、避難所まで行く気力があ

りません。立て替えということにも、非常に色々不安があります。こういう立場へのより良い支援を待っています。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

どうして３つまでですか？ 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

いたばしくらしガイド 2021、防災ガイド、ハザードマップ 2021、高齢者には地図など字が小さくて見づらい 

【80 代以上／女性・その他】 

 

一人住いの高齢者には避難所まで行くのが大変 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

雨戸がないので台風の時は恐ろしい。（強化ガラスにするのは賃貸住宅なので大変）荒川が近いので、避難所へ逃げ

たいが、満員で入れないそうだ。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

昔、板橋に住んでいた人より聞きました。川越あたり→板橋本町まで木材を運んでいた（水運）そうである。荒川の増

水に対して地図の作成を考える（地球温暖化すすむ） 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

付近が川に挟まれているので、避難するほどの災害になった場合考えられません。団地の人々が 70 歳から 90 歳台の

方々が大勢おられるので、そのような方々の声を聞いた事もなく、私自身大高齢のため答えが出ません。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

災害で列島はすでにズタズタです。何よりも災害地の支援を。日本の政治家の根本的な総入れ替えをしないと、この国

はもう駄目です。後進国になりつつある。 

【80 代以上／女性・無記入】 



 

板橋区幸町に住んでいます。ここで想定する災害とはどんなものでしょうか。 

【80 代以上／男性・自営業】 

 

１人暮らしなので災害が来れば不安 

【80 代以上／男性・自営業】 

 

足が悪くて通院の件で困ってます 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

私達夫婦は高齢のため、指定された避難場所に歩いて行けないので、近くの地域センター（桜川）に話をして一夜泊め

てもらったことがあり、その親切さに感謝したことがある。他地域でも行ってもらいたい。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

この住居では高齢者が多いので避難時はどのようにするか？ 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

公表されている避難場所へ、震災時果たして歩いて行けるのか。飲み水・食料は３日分用意できたとしても、この超過密

地で「下の世話」はどうするのか。区は１人当たり６平米の公園を目指すと、十数年前から云っていると思う。実態はど

うか。新しく設置された公園がいくつあるのか、見当たらない。仮設トイレについては全く見たこともない。党利党略を超え

て真剣に考えて欲しい。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

夫 84 歳、妻 79 歳。高齢者 2 人の生活なので心配です。夫は介護１の認定を受けています。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

板橋区でも場所によると思いますが、熱海のように自分達の生活地区に於いて、何が問題なのか、が理解できない（判

らない！）区民が多いのでは……。ハザードマップ等が配られたりしていないので、 対象地区以外はすべて安全で、何もし

なくて（備え不要）良いのか？近隣地区（対象地区）の為に何かしておく事はないのか？ 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

避難所に案内をしてほしい 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

避難所まで行けるか心配だ 

【80 代以上／男性・その他 ボランティア】 

 

いざ避難の時、どこへ、最低限の持ち物、誰をたずねるのか？ など、現在の住まいの地域にマニュアル化が必要だ 

【80 代以上／男性・無記入】 

 

場所の設置ヶ所を住民（区民に）知らせるパンフ（住民のほとんどが場所がわからない） 

【80 代以上／男性・無記入】 

 

一時の支援でなく継続した災害支援がほしいです。（東北に居た時 1 年もすると忘れられてしまっていたので） 

【無記入／無記入・会社員】 

 

一人暮らしなので、何かあった時、どうすればよいか分からない 

【無記入／無記入・主婦】 

 



避難所の充実化を促進するべきと思う。自宅生活と変わらない位の充実化である。特にトイレ関係。欧米並とは行かず

とも、かなり（世界各国から不評されている最低の日本）遅れている日本。欧米諸国を見ならうべきだ。食より排泄関

係を優先すべき。災害国日本は毎年起こる問題で、党派関係なく引き継がれる事項で、国として進めることを望む。 

【無記入】 

 

防災第一で連絡の徹底をおこたらないこと。災害がいつどこでもたらすかわかりません。防災意識を持って各自防災知識

や技術を身につけてほしいです。 

【無記入】 

 

医療的ケアや車イスの場合、個人負担が大きい、社会から取り残されないように考えて欲しい 

【無記入】 

 

肺に障害がある。何かあった時（災害とは限らないが）逃げられるだろうか？ 

【無記入】 

 

水、食料 

【無記入】 

 

今の区政は信用できません 

【無記入】 

 

コロナで防災グッズを揃えられない方もいます。弱者の方へ少し配布してあげたら助かると思います 

【無記入】 

 

今現在困っていないので答えようがありません。 

【無記入】 

 

身体の不自由の人への援助 

【無記入】 

 


