
 

2011年 1月調査 

調査票 
あなたご自身についてお伺いします。 

問 1  あなたがお住まいの市区町村名をご記入ください。 

 
問 2  お子さまやお孫さんはいらっしゃいますか。あてはまるものをひとつお選びくださ

い。  
   [1] あり    

   [2] なし    

 
問 3  あなたご自身について、あてはまるものをひとつお選びください。  
   [1] 未婚    

   [2] 既婚    

   [3] 離別、死別    

 
問 4  年間の世帯年収(額面)について、あてはまるものをひとつお選びください。  
   [1] 300万円未満    

   [2] 300万円～600万円未満    

   [3] 600万円～900万円未満    

   [4] 900万円～1200万円未満    

   [5] 1200万円～1500万円未満    

   [6] 1500万円以上    

 
問 5  あなたの居住形態について、あてはまるものをひとつお選びください。  
   [1] 賃貸住宅    

   [2] 持家(戸建)    

   [3] 持家(集合住宅)    

   [4] その他    

 

 
問 6  あなたが同居されている方の人数をお選びください。 
   [1] 0人    

   [2] 1人    

   [3] 2人    

   [4] 3人    

   [5] 4人    

   [6] 5人以上    

 

 

 

 

2011年 11月調査 

調査票 
あなたご自身についてお伺いします。 

問 1  あなたがお住まいの都道府県、市区町村名をご記入ください。 

 

問 2  お子さまやお孫さんはいらっしゃいますか。あてはまるものをひとつお選びくださ

い。  
   [1] あり    

   [2] なし    

 
問 3  あなたご自身について、あてはまるものをひとつお選びください。  
   [1] 未婚    

   [2] 既婚    

   [3] 離別、死別   

 
問 4  年間の世帯年収(額面)について、あてはまるものをひとつお選びください。  
   [1] 300万円未満    

   [2] 300万円～600万円未満    

   [3] 600万円～900万円未満    

   [4] 900万円～1200万円未満    

   [5] 1200万円～1500万円未満    

   [6] 1500万円以上 

 
問 5  あなたの居住形態について、あてはまるものをひとつお選びください。  
   [1] 賃貸住宅    

   [2] 持家(戸建)    

   [3] 持家(集合住宅)    

   [4] その他 
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問 7  あなたの学歴について、あてはまるものをひとつお選びください。 
   [1] 大卒    

   [2] 大学院卒    

   [3] その他   

 

問 8  地震保険の加入の有無について、あてはまるものをひとつお選びください。  

  ※ここで地震保険とは、JA建物更正共済・全労済自然災害保障付火災共済など地震に

よる被害が保障されるものを含む 
   [1] 加入している    

   [2] 加入していない    

 

問 9  あなたの職業について、あてはまるものをひとつお選びください。  
   [1] 民間の正社員 

   [2] 公務員 

   [3] 自営、自由業 

   [4] パート、アルバイト 

   [5] 契約社員、派遣社員 

   [6] 学生 

   [7] その他 

   [8] 働いていない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 6  地震保険の加入の有無について、あてはまるものをひとつお選びください。  

  ※ここで地震保険とは、JA建物更正共済・全労済自然災害保障付火災共済など地震に

よる被害が保障されるものを含む 
   [1] 加入している    

   [2] 加入していない 

 
問 7  あなたの職業について、あてはまるものをひとつお選びください。  
   [1] 民間の正社員 

   [2] 公務員 

   [3] 自営、自由業 

   [4] パート、アルバイト 

   [5] 契約社員、派遣社員 

   [6] 学生 

   [7] その他 

   [8] 働いていない 

 
問 8  東日本大震災によってあなたが受けた影響について、下記のそれぞれについて 3段

階で評価してください。 
   [1] まったく当てはまらない [2]やや当てはまる  [3]非常に当てはまる 

(1) 地震の揺れによって身の危険を感じた。  

(2) 地震直後に帰宅困難となった。 

(3) 地震直後に家族や知人の安否確認が困難となった。 

(4) ライフラインや物流の混乱により日常生活に支障が生じた。 

(5) 自宅を離れて避難生活を送った。 

(6) 自宅や所有する乗用車などに物理的な被害が発生した。 

(7) 身内や親しい友人が亡くなった。 

(8) 身内や親しい友人が長期の避難生活を強いられている。 

(9) 自分の出身地が被災して心を痛めている。 

(10) 地震の影響で仕事が急に減った。 

 

問 9  一般的に言ってあなたの居住地はどのような地域ですか。  
 [1]自家用車の保有は不経済なほどに駐車場代が高く公共交通が発達している。 

[2]自家用車を保有しなくとも生活は十分可能である。 

 [3]自家用車がないと生活にかなり不便を感じる。 

 [4]自家用車がなければ生活は困難である。 
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ここからは、災害リスクと日本の将来についてお伺いします。 

    

問 10  科学技術の発展について、あなたの考えをそれぞれ 5段階評価でお答えください。  
  [1]とてもそう思う  [2]どちらかといえばそう思う  [3]どちらともいえない  

[4]どちらかといえばそう思わない  [5]全くそう思わない  

(1)地震予知は将来的にも難しいと思う。  

(2)豪雨や水害の予測精度はそれほど向上しないと思う。 

(3)建築物の耐震化のコストはそれほど下がらないと思う。  

(4)将来発生しうる自然災害は、ほぼ想定され尽くしていると思う。  

 
問 11  地球環境問題への意識について、あなたの考えをそれぞれ 5段階評価でお答えくだ

さい。  
  [1]とてもそう思う  [2]どちらかといえばそう思う  [3]どちらともいえない  

[4]どちらかといえばそう思わない  [5]全くそう思わない  

(1)地球温暖化の原因は二酸化炭素の排出など人為的な要因が大きいと思う。  

(2)地球温暖化の進行は自然災害の危険性を高めると思う。  

(3)地球温暖化の進行は当分止められないと思う。  

(4)地球温暖化は科学技術の進歩によっては解決されないと思う。  

(5)地球温暖化問題の解決のために必要な負担は現在の世代が行うべきと思う。  

 
問 12  超長期災害リスクの認識について、あなたの考えをそれぞれ 5段階評価でお答えく

ださい。   
  [1]とてもそう思う  [2]どちらかといえばそう思う  [3]どちらともいえない  

[4]どちらかといえばそう思わない  [5]全くそう思わない  

(1)超巨大自然災害によって日本が衰退することは十分あり得ると思う。  

(2)道路や鉄道、ガス、上下水道などのライフラインの老朽化が心配である。  

(3)一般論として自分の子や孫の世代は自分よりも大規模災害に遭遇する可能性は高い

と思う。  

(4)自分に子や孫がいるとすれば、その子らが将来被災することは自分が被災するのと

同じ程度に辛いことであると思う。 

 

問 13  日本の将来に関する認識について、あなたの考えをそれぞれ 5段階評価でお答えく

ださい。 
  [1]とてもそう思う  [2]どちらかといえばそう思う  [3]どちらともいえない  

[4]どちらかといえばそう思わない  [5]全くそう思わない  

(1)日本の財政赤字は深刻な問題である。  

(2)国・地方の財政赤字は現在の世代の負担でもって解消していくべきだと思う。  

(3)社会保障（年金・医療・介護）においては高齢者の負担を高めていくべきだと思う。 

(4)日本の少子化（出生率の低下）は今後とも改善できないと思う。  

(5)都市と地方の格差はますます拡大すると思う。  

(6)富裕層と貧困層の格差はますます拡大すると思う。  

(7)将来の日本はもはや経済大国ではないと思う。 

ここからは、災害リスクと日本の将来についてお伺いします。 

 

問 10  科学技術の発展について、あなたの考えをそれぞれ 5段階評価でお答えください。  
  [1]とてもそう思う  [2]どちらかといえばそう思う  [3]どちらともいえない  

[4]どちらかといえばそう思わない  [5]全くそう思わない  

(1)地震予知は将来的にも難しいと思う。  

(2)豪雨や水害の予測精度はそれほど向上しないと思う。 

(3)建築物の耐震化のコストはそれほど下がらないと思う。  

(4)将来発生しうる自然災害は、ほぼ想定され尽くしていると思う。 

 
問 11  地球環境問題への意識について、あなたの考えをそれぞれ 5段階評価でお答えくだ

さい。  
  [1]とてもそう思う  [2]どちらかといえばそう思う  [3]どちらともいえない  

[4]どちらかといえばそう思わない  [5]全くそう思わない  

(1)地球温暖化の原因は二酸化炭素の排出など人為的な要因が大きいと思う。  

(2)地球温暖化の進行は自然災害の危険性を高めると思う。  

(3)地球温暖化の進行は当分止められないと思う。  

(4)地球温暖化は科学技術の進歩によっては解決されないと思う。  

(5)地球温暖化問題の解決のために必要な負担は現在の世代が行うべきと思う。  

 
問 12  超長期災害リスクの認識について、あなたの考えをそれぞれ 5段階評価でお答えく

ださい。   
  [1]とてもそう思う  [2]どちらかといえばそう思う  [3]どちらともいえない  

[4]どちらかといえばそう思わない  [5]全くそう思わない  

(1)超巨大自然災害によって日本が衰退することは十分あり得ると思う。  

(2)道路や鉄道、ガス、上下水道などのライフラインの老朽化が心配である。  

(3)一般論として自分の子や孫の世代は自分よりも大規模災害に遭遇する可能性は高い

と思う。  

(4)自分に子や孫がいるとすれば、その子らが将来被災することは自分が被災するのと

同じ程度に辛いことであると思う。 

 

問 13  日本の将来に関する認識について、あなたの考えをそれぞれ 5段階評価でお答えく

ださい。 
  [1]とてもそう思う  [2]どちらかといえばそう思う  [3]どちらともいえない  

[4]どちらかといえばそう思わない  [5]全くそう思わない  

(1)日本の財政赤字は深刻な問題である。  

(2)国・地方の財政赤字は現在の世代の負担でもって解消していくべきだと思う。  

(3)社会保障（年金・医療・介護）においては高齢者の負担を高めていくべきだと思う。 

(4)日本の少子化（出生率の低下）は今後とも改善できないと思う。  

(5)都市と地方の格差はますます拡大すると思う。  

(6)富裕層と貧困層の格差はますます拡大すると思う。  

(7)将来の日本はもはや経済大国ではないと思う。 
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ここからは、大規模災害に関してお伺いします。 

    

問 14  我が国が最もこれから対策を強化していかなければならない自然災害について、あ

てはまるものをひとつお選びください。  
   [1] 大都市の地震    

   [2] 大都市の水害    

   [3] 地方中小都市・山間部の地震    

   [4] 地方中小都市・山間部の水害    

 
問 15  我が国の地震災害リスクを軽減するために、どのような対策をより強化するべきだ

と思われますか。最も重要だと思うものを、ひとつお選びください。  
   [1] 地震が起きやすい地域や揺れやすい地域の土地利用や経済活動を規制し、被災する確率の高

い地域には住めないようにする。    

   [2] 建築物や都市基盤を強化し、地震が発生しても被害が生じないようにする。    

   [3] 地震が発生した直後の災害対応体制や危機管理体制を強化し、発災後の被害を最小限にする。    

   [4] 被災地域の復興を支援するための制度を充実させて、被災者の生活再建や地域経済の復興を

なるべく早く実現できるようにする。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16  ある大都市直下には巨大な活断層があり、その断層を震源とする地震で最悪 4.2

万人が死亡するという想定が政府により発表されています。この被害を半減すること

が期待される大規模な耐震改修や都市基盤の強化、再開発などについては、おおよそ

どのぐらいの期間で完成させるべきだと思われますか。あてはまるものをひとつお選

びください。 
   [1] 5年以内    

   [2] 10 年以内    

   [3] 30 年以内    

   [4] 100年以内    

   [5] 101年以上    

   [6] 事業を行う必要はない   → 問 18へ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問 14  我が国の地震災害リスクを軽減するために、どのような対策をより強化するべきだ

と思われますか。最も重要だと思うものを、ひとつお選びください。  
   [1] 地震が起きやすい地域や揺れやすい地域の土地利用や経済活動を規制し、被災する確率の高

い地域には住めないようにする。    

   [2] 建築物や都市基盤を強化し、地震が発生しても被害が生じないようにする。    

   [3] 地震が発生した直後の災害対応体制や危機管理体制を強化し、発災後の被害を最小限にする。    

   [4] 被災地域の復興を支援するための制度を充実させて、被災者の生活再建や地域経済の復興を

なるべく早く実現できるようにする。 

 

ハードも含めた大規模な地震防災対策について伺います。 

問 15  大規模な地震防災対策事業をどこでどの程度実施するべきかについて、あなたの考

えに最も近いものを選択して下さい。 
  [1] 地震はどこで発生するかわからないという前提で、すべての地域で等しく実施するべきであ

る。 

[2] 地震はどこで発生するかわからないが、発生すれば被害が大きくなることが予想される地域に

重点的に実施すべきである。 

  [3] 地震の発生しやすい地域はある程度予測できるという前提で、発生しやすい地域に重点的に実

施すべきである。 

  [4] 地震の発生しやすい地域はある程度予測できるという前提で、発生しやすい地域の中でも被害

が大きくなることが予想される地域に重点的に実施すべきである。 

  [5] 事業を行う必要はない。 

 

問 16  ある大都市直下には巨大な活断層があり、その断層を震源とする地震で最悪 4.2

万人が死亡するという想定が政府により発表されています。この被害を半減すること

が期待される大規模な耐震改修や都市基盤の強化、再開発などについては、おおよそ

どのぐらいの期間で完成させるべきだと思われますか。あてはまるものをひとつお選

びください。 
   [1] 5年以内    

   [2] 10 年以内    

   [3] 30 年以内    

[4] 100年以内 

   [5] 101年以上    

   [6] 事業を行う必要はない   → 問 18へ  

 

4



 

問 17  前問のような大規模な地震防災事業に必要な費用の負担について、あなたの考えに

最も近いものをひとつお選びください。  
   [1] 事業を実施している世代が主に負担すべきであり、完成後の世代には負担を残すべきではな

い。    

   [2] どちらかといえば事業を実施している世代が負担すべきだが、将来世代に一定の負担を残す

ことは許容できる。    

   [3] どちらかといえば将来世代が負担すべきだが、事業を実施している世代が一定の負担を行う

ことは許容できる。    

   [4] 事業を実施している世代は負担すべきでなく、将来世代が主に負担すべきである。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17  前問のような大規模な地震防災事業に必要な費用の世代間での負担について、あな

たの考えに最も近いものをひとつお選びください。  
   [1] 事業を実施している世代が主に負担すべきであり、完成後の世代には負担を残すべきではな

い。   → 問 17-1へ 

   [2] どちらかといえば事業を実施している世代が負担すべきだが、将来世代に一定の負担を残す

ことは許容できる。   → 問 17-1へ    

   [3] どちらかといえば将来世代が負担すべきだが、事業を実施している世代が一定の負担を行う

ことは許容できる。   → 問 17-2へ    

   [4] 事業を実施している世代は負担すべきでなく、将来世代が主に負担すべきである。   → 問

17-2へ 

 

問 17-1 (問 17で[1]～[2]を選択した方にお伺いします)現在世代が主に負担をするべきだ

と考える理由はなぜですか。あなたの考えに最も近いものをひとつ選んでください。 
   [1] その対策の効果は現在世代が主に受けると考えられるから。  

   [2] 将来世代が費用負担をしてまで事業実施を望む保障はないから。 

   [3] 将来世代よりは現在世代の方が負担能力が高いと思うから。 

   [4] 将来世代に負担を残すのは気の毒だと思うから。 

 

問 17-2  (問 17で[3]～[4]を選択した方にお伺いします)将来世代が主に負担をするべき

だと考える理由はなぜですか。あなたの考えに最も近いものをひとつ選んでくださ

い。 
   [1] その対策の効果は将来世代が主に受けると考えられるから。  

   [2] 将来世代は費用負担をしてでも事業実施を望むと想像されるから。 

   [3] 現在世代よりは将来世代の方が負担能力が高いと思うから。 

  [4] 自分が負担したくないから。 

 

問 18  大規模な地震防災対策事業の費用について、個人の経済力に応じてどのように負担

するべきか、あなたの考えに最も近いものをひとつお選びください。  
  [1] 地震による被害は誰にどのように及ぶかわからないので、国民全体で広く薄く負担するべき

だ。 

[2] 地震による被害が及ぶ地域や人々はおおよそ特定できるので、対策の恩恵を多く受ける人々ほ

ど多く負担するべきだ。 

  [3]高所得者や資産家など負担能力の高い人ほど多く負担するべきだ。 

  [4]他の予算を削って費用を確保すべきであり、新たな負担増を行うべきではない。 

 [5]他の予算を削ったり新たな負担増をしてまで事業を行う必要はない。 
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問 19  大規模な地震に備えた防災対策事業を実施する場合、その費用は国と地方自治体と

の間でどのように負担すべきか、あなたの考えに最も近いものをひとつお選びくださ

い。 
[1] 国が全額負担すべきである。 

[2] 国が主に負担すべきだが、事業の実施によって防災水準が高まる地域の地方自治体の負担も求

めるべきである。 

[3] 事業の実施によって防災水準が高まる地域の地方自治体が主に負担すべきだが、国も多少は負

担すべきである。 

[4] 事業の実施によって防災水準が高まる地域の地方自治体が全額負担すべきである。 

[5] そもそも事業を実施するべきではない。 

 

問 20  一般的に言って、地震の被害を抑止・軽減するためのハード対策（防潮堤の建設や

耐震化、都市計画による不燃化など）と、被害発生を前提としたソフト対策（災害情

報の伝達、避難、これらを促進するための防災教育など）の役割分担はどのように行

われるべきだと思いますか。 
  [1] これ以上のハード対策は必要ではなく、ソフトで対応すべきだ。 

[2] 数十年に一度の頻度で発生する規模の地震についてはハードで備え、それ以上の規模の地震は

ソフトで対応すべきだ。 

  [3] 数百年に一度の頻度で発生する規模の地震についてはハードで備え、それ以上の規模の地震は

ソフトで対応すべきだ。 

  [4] 千年に一度かそれ以下の頻度でしか発生しない規模の大地震にもハードで備えるべきだ。 

  [5] わからない。 
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問 18  我が国の水害リスクを軽減するために、どのような対策をより強化するべきだと思

われますか。最も重要だと思うものを、ひとつお選びください。  
   [1] 上流部の森林を保全・育成し保水効果を高める。    

   [2] 浸水しやすい地域の土地利用を規制する。    

   [3] ダムを建設し河川流量を調整する。    

   [4] 河川堤防を強化する。    

   [5] 都市の排水機能を強化する。    

   [6] 浸水の早期警報と避難態勢を強化する。    

   [7] 浸水被害発生後の対応体制や危機管理体制を強化する。    

   [8] 被災地域の復興を支援するための制度を充実させる。    

 

 

 

問 21  以下に列挙した地震被災者に対して、行政はどの程度関与すべきだと思われます

か。5段階評価でお答えください。 
   [1]すべて行政の責任で行うべき  [2]どちらかと言えば行政が責任を負うべき  

[3]行政と個人で責任を分担すべき  

[4]行政はあまり関与するべきではない  [5]行政は一切関与すべきではない 

(1) 行政による被害想定(津波、液状化、斜面崩壊等)の範囲内に建てられていて被災した

住居の持ち主又は居住者 

(2) 行政による被害想定(津波、液状化、斜面崩壊等)の範囲外に建てられていて被災した

住居の持ち主又は居住者 

(3) 耐震基準を満たしていて被災した住居の持ち主又は居住者 

(4) 耐震基準を満たしていなくて被災した住居の持ち主又は居住者 

(5) 地震保険に加入していた住居が被災し、一定の保険金が支払われた人 

(6) 地震保険に加入していない住居が被災した人 

(7) 低所得の被災者で住居や職を失った人 

(8) 高所得の被災者で住居や職を失った人 

(9) 貯蓄が少ない(又は貯蓄がゼロ)被災者で住居や職を失った人 

(10) 貯蓄が多い被災者で住居や職を失った人 

(11) 自らの事務所・店舗や工場が被災して操業ができなくなった中小企業 

(12) 自らの事務所・店舗や工場は被災しなかったが取引先が被災して操業ができなくな

った中小企業 

 

問 22  我が国における洪水と地震の危険性について、一般的に見た場合どのように認識し

ていますか。あなたの考えに最も近いものをひとつ選んでください。 
  [1] 洪水の方が地震よりも大規模災害を引き起こすリスクははるかに高い。 

[2] 洪水の方が地震よりも大規模災害を引き起こすリスクはやや高い。 

  [3] 地震の方が水害よりも大規模災害を引き起こすリスクはやや高い。 

  [4] 地震の方が水害よりも大規模災害を引き起こすリスクははるかに高い。 

  [5] 地震と洪水のリスクは比較できない。 
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問 19  現在の我が国においては、数十年に一度の確率で発生するような降雨までしか水害

を防ぐことができない地域が多数存在します。すべての地域において 150 年に一度の

大雨でも水害を発生させないように河川設備や排水設備を強化する事業を実施すると

すれば、それはどれぐらいの期間内に完成させるべきだと思われますか。あてはまる

ものをひとつお選びください。   
   [1] 5年以内    

   [2] 10 年以内    

   [3] 30 年以内    

   [4] 100年以内    

   [5] 101年以上    

   [6] 事業を行う必要はない   → 問 21へ   

 
問 20  前問のような大規模な治水事業を行うにあたって必要な費用の負担について、あな

たの考えに最も近いものをひとつお選びください。  
   [1] 事業を実施している世代が主に負担すべきであり、完成後の世代には負担を残すべきではな

い。    

   [2] どちらかといえば事業を実施している世代が負担すべきだが、将来世代に一定の負担を残す

ことは許容できる。    

   [3] どちらかといえば将来世代が負担すべきだが、事業を実施している世代が一定の負担を行う

ことは許容できる。    

   [4] 事業を実施している世代は負担すべきでなく、将来世代が主に負担すべきである。    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 23  現在の我が国においては、数十年に一度の確率で発生するような降雨までしか水害

を防ぐことができない地域が多数存在します。すべての地域において 150年に一度の

大雨でも水害を発生させないように河川設備や排水設備を強化する事業を実施する

とすれば、それはどれぐらいの期間内に完成させるべきだと思われますか。あてはま

るものをひとつお選びください。   
   [1] 5年以内    

   [2] 10 年以内    

   [3] 30 年以内    

   [4] 100年以内    

   [5] 101年以上    

   [6] 事業を行う必要はない   → 問 25へ   

 

問 24  前問のような大規模な治水事業を行うにあたって必要な費用の負担について、あな

たの考えに最も近いものをひとつお選びください。  
   [1] 事業を実施している世代が主に負担すべきであり、完成後の世代には負担を残すべきではな

い。    

   [2] どちらかといえば事業を実施している世代が負担すべきだが、将来世代に一定の負担を残す

ことは許容できる。    

   [3] どちらかといえば将来世代が負担すべきだが、事業を実施している世代が一定の負担を行う

ことは許容できる。    

   [4] 事業を実施している世代は負担すべきでなく、将来世代が主に負担すべきである。    

 

問 25  大規模な治水事業の費用について、個人の経済力に応じてどのように負担するべき

か、あなたの考えに最も近いものをひとつお選びください。  
  [1] 水害は誰にどのように及ぶかわからないので、国民全体で広く薄く負担するべきだ。 

[2] 水害が及ぶ地域や人々はおおよそ特定できるので、対策の恩恵を多く受ける人々ほど多く負担

するべきだ。 

  [3] 高所得者や資産家など負担能力の高い人ほど多く負担するべきだ。 

  [4] 他の予算を削って費用を確保すべきであり、新たな負担増を行うべきではない。 

 [5] 他の予算を削ったり新たな負担増をしてまで事業を行う必要はない。 

 

問 26  一般的に言って、水害を抑止・軽減するためのハード対策（ダムの建設や堤防の強

化、排水設備の強化など）と、被害発生を前提としたソフト対策（災害情報の伝達、

避難、これらを促進するための防災教育など）の役割分担はどのように行われるべき

だと思いますか。 
  [1] これ以上のハード対策は必要ではなく、ソフトで対応すべきだ。 

[2] 数十年に一度の頻度で発生する規模の水害についてはハードで備え、それ以上の規模の水害は

ソフトで対応すべきだ。 

  [3] 数百年に一度の頻度で発生する規模の水害についてはハードで備え、それ以上の規模の水害は

ソフトで対応すべきだ。 

  [4] 千年に一度かそれ以下の頻度でしか発生しない規模の大水害にもハードで備えるべきだ。 

  [5] わからない。 
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防災科学技術についてお伺いします。 

    

問 21  防災に関する科学技術の開発について、最も期待するものをひとつお選びくださ

い。 
   [1] 地震や洪水の予知技術（数日前まで）    

   [2] 地震や洪水の早期警報（数時間～数秒前まで）    

   [3] 災害リスクの長期的評価    

   [4] 都市基盤や建築物の建設技術の開発    

   [5] 災害に強い社会を構築するための法や制度の研究    

   [6] 災害時の情報伝達・共有・意思決定支援システムの開発    

 

過疎地域の防災対策についてお伺いします。 

    

問 22  高齢化が著しく人口の流出が続く過疎地域での社会基盤の防災対策についてはど

のようにあるべきだと思われますか。あてはまるものをひとつお選びください。 
   [1] 過疎地域の衰退を防ぐためにも都市と同等の防災対策を行うべきであり、国による補助金を

強化すべきである。    

   [2] 過疎傾向に歯止めがかかり一定の人口規模を維持することが期待できそうな地域に限り、国

による補助金を強化するべきである。    

   [3] 過疎地域の住民や自治体の負担で防災対策を実施すべきで、過疎地域だからといって国によ

る補助金を強化するべきではない。    

   [4] 過疎地域の再編を促進するためにも、むしろ国による補助金は縮小すべきである。 

 

土地利用規制の方策について伺いします。 

    

問 23  地震による揺れの危険性や、豪雨による浸水の危険性が高い土地の利用を規制する

方法として以下のうちどのような方法が最も望ましいと思われますか。あてはまるも

のをひとつお選びください。 

 
   [1] 法律や条例で土地の利用そのものを制限する。    

   [2] 土地の利用目的に応じて一定の被害軽減措置（土地の嵩上げや厳しい耐震性能など）の実施

を義務づける。    

   [3] 保険の加入を義務づけるが土地利用に制限は加えない。    

   [4] その土地の危険性を一般にわかりやすく開示することを義務づけるが、土地利用に制限は加

えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過疎地域の防災対策についてお伺いします。 

 

問 27  高齢化が著しく人口の流出が続く過疎地域での社会基盤の防災対策についてはど

のようにあるべきだと思われますか。あてはまるものをひとつお選びください。 
   [1] 過疎地域の衰退を防ぐためにも都市と同等の防災対策を行うべきであり、国による補助金を

強化すべきである。    

   [2] 過疎傾向に歯止めがかかり一定の人口規模を維持することが期待できそうな地域に限り、国

による補助金を強化するべきである。    

   [3] 過疎地域の住民や自治体の負担で防災対策を実施すべきで、過疎地域だからといって国によ

る補助金を強化するべきではない。    

   [4] 過疎地域の再編を促進するためにも、むしろ国による補助金は縮小すべきである。 

    

土地利用規制の方策についてお伺いします。 

 

問 28  土地利用規制の方策についてお伺いします。地震による揺れの危険性や、豪雨によ

る浸水の危険性が高い土地の利用を規制する方法として以下のうちどのような方法

が最も望ましいと思われますか。あてはまるものをひとつお選びください。 
   [1] 法律や条例で土地の利用そのものを制限する。    

   [2] 土地の利用目的に応じて一定の被害軽減措置（土地の嵩上げや厳しい耐震性能など）の実施

を義務づける。    

   [3] 保険の加入を義務づけるが土地利用に制限は加えない。    

   [4] その土地の危険性を一般にわかりやすく開示することを義務づけるが、土地利用に制限は加

えない。 
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問 24  災害対策のうち、以下に列挙した事項に行政はそれぞれどの程度関与するべきだと

思われますか。5段階評価でお答えください。 
   [1]すべて行政の責任で行うべき  

 [2]どちらかと言えば行政が責任を負うべき  

[3]官民で責任を分担すべき  

[4]行政はあまり関与するべきではない  

[5]行政は一切関与すべきではない  

(1)災害に関する予報・警報の発表  

(2)災害に強い都市基盤の整備  

(3)土地・建物の災害危険度に関する情報提供  

(4)民間建築物の耐震化  

(5)生命維持に最低限必要な水・食料の備蓄  

(6)高齢者・障害者等いわゆる災害弱者の避難支援  

(7)一時的に危険を避けるための避難場所の確保  

(8)自宅での生活が困難な場合に避難生活を行う場所の確保  

(9)被災した個人所有住宅（集合住宅を含む）の再建  

(10)被災した民間事業所の経営再開  

 

 

災害対策における行政の関与についてお伺いします 

問 29  災害対策のうち、以下に列挙した事項に行政はそれぞれどの程度関与するべきだと

思われますか。5段階評価でお答えください。 
   [1]すべて行政の責任で行うべき  

   [2]どちらかと言えば行政が責任を負うべき  

[3]官民で責任を分担すべき  

[4]行政はあまり関与するべきではない  

[5]行政は一切関与すべきではない  

(1)災害に強い都市基盤の整備  

(2)緊急時に必要な物資の備蓄 

(3)民間建築物の耐震化  

(4)高齢者・障害者等いわゆる災害弱者の避難支援 
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