
 
 

安平町復興まちづくりに関する町民意向調査 

アンケートへのご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご記入にあたって】 

 ○本調査は、町内全世帯を対象にお送りしています。また、町外へ避難されている方に

もお送りしています。 

○ご回答は、調査封筒のあて名となっている方ご本人（世帯主様）にお願いいたします。 

（世帯主様が記入できない場合は、ご家族の方などの代筆でもかまいません。） 

 ○本調査は統計的に処理しますので、個々の回答が個別に公表されることはありません。 

○ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒に入れて、6 月 3日（月）
までにポストに投函してください。切手を貼る必要はありません。 

○ご質問は、下記までお寄せください。 

 

 
 
 

町民の皆様には、日頃から町政にご理解とご協力をいただき、心から感謝申し上

げます。 

安平町では、北海道胆振東部地震からの一日も早い復旧・復興に向け、安平町復興ま

ちづくり計画を策定し、震災前より元気で魅力的な町を目指すこととしております。 

このため、被災時の皆様の避難行動や復興のまちづくりに関する町民の皆様のご

意向を把握し、今後策定する計画に反映するため、意向調査を実施することとしま

したので、ご多用のところ大変恐縮ですが、調査にご協力をいただきますようお願

い申し上げます。 

令和元年５月  安平町 

意向調査の問合せ先 安平町役場 復興まちづくり計画室（役場 政策推進課内） 

電話：0145-22-2751 
 

意向調査委託会社  パシフィックコンサルタンツ（株）北海道支社 

電話：011-700-5225 



  

 
１．まずあなたについてお尋ねします。 

問１ あなたの性別をお答えください。 

1. 男性     2. 女性     3. その他 
 
問２ あなたの年齢をお答えください。 

1. 10 代  2. 20 代  3. 30 代  4. 40 代  5. 50 代  6. 60 代  7. 70 代  8. 80 才以上 
 
問３ 震災前・震災後のお住まいと地震発生時にいた場所をお答えください。 

（当てはまる番号を記入してください） 
震災前 [    ]    震災後 [    ]    地震発生時 [    ] 

1. 追分旭 2. 追分向陽 3. 追分美園 4. 追分春日 5. 追分豊栄 6. 追分弥生 

7. 追分若草 8. 追分花園 9. 追分柏が丘 10. 追分緑が丘 11. 追分本町 12. 追分中央 

13. 追分青葉 14. 追分白樺 15. 早来瑞穂 16. 安平 17. 早来緑丘 18. 早来守田 

19. 早来北進 20. 東早来 21. 早来大町 22. 早来栄町 23. 早来北町 24. 早来富岡 

25. 早来新栄 26. 早来源武 27. 遠浅 28. その他（町外）  

 
問４ 現在のお住まいの状況について教えてください。 

1. 震災前から住んでいる  2. 震災後から住み始めた 
 
問５ 震災前・震災後の世帯構成を教えてください。（当てはまる番号を記入してください） 

1. 単身世帯    2. 夫婦のみの世帯  3. 親・子の二世代にわたる世帯 
4. 親・子・孫の三世代にわたる世帯    5. その他 

   震災前 [    ]  
   震災後 [    ]（理由：       ） 

 
問６ 震災前・震災後のお住まいの種類を教えてください。 

1. 持ち家（戸建） 2. 持ち家（集合住宅） 3.借家（戸建・集合住宅） 4.町営住宅・公営住宅 
5. 社宅 6. 福祉施設 7. 間借り・下宿・寮 
8. 仮設住宅（みなし仮設住宅、トレーラーハウス等を含む） 9. その他 

   震災前 [    ]  
   震災後 [    ]（理由：       ） 

 
問７ あなたは、今後も安平町に住み続けたいと思いますか。 

1. 安平町に住み続けたい   2. どちらかというと町外に移転を考えている 
3. すでに町外に移転または避難しているが、安平町に戻りたい 
4. すでに町外に移転または避難しているが、安平町に戻るつもりはない 
5. 分からない・思案中  

安平町復興まちづくりに関する意識調査 



問８ 安平町に住み続けるか・移転するか・戻るかを判断する上で重視することは何ですか。 
（○はいくつでも） 

1. 自宅の再建や住まいの確保  
2. 地震からの安全性の確保 
3. 買物、子育て・教育、健康・医療・福祉等の環境の充実 
4. 地域コミュニティ、家族や知人など人間関係があること 
5. 道路、橋、公共施設など町全体の復旧復興の状況 
6. 仕事 
7. 特に重視するものはない 
8. その他（具体的に：        ） 
 

２．北海道胆振東部地震発生時の状況についてお尋ねします。 

問９ 震災直後の地震や避難に関する情報源を教えてください。（○はいくつでも） 

1. ラジオ 2. テレビ（地上波／ＢＳ） 3. あびらチャンネル 4. インターネット等 
5. 防災無線放送 6. 近所の方や地域の方から 7. 仕事先の同僚や知人から 
8. 情報を入手できなかった 
9. その他（具体的に：        ） 
 

問１０ 地震の直後、あなたはどこかに避難しましたか。 

1. 避難した    2. 避難しなかった・できなかった 

   「1.避難した」を選択した方 
   一番最初に避難した場所にあてはまるものを教えてください。 

1. 避難所（学校体育館や自主運営避難所を含む） 
2. 福祉施設 
3. 親戚・知人宅など 
4. 公園など屋外 
5. 車中泊（理由：         ） 
6. その他（具体的に：        ） 
7. 覚えていない 

   避難した場所までの移動手段を教えてください。 

1. 徒歩   2. 自転車   3. 自家用車   4. バス   5. JR   6. タクシー 
7. その他（          ） 

   避難した場所で足りなくて困ったことを教えてください。（○はいくつでも） 

1. 生活用水 2. 飲料水  3. 食料  4. タオル 5. 携帯電話充電器 
6. 段ボールベッド   7.衣類  8.紙おむつなど育児用品 
9.医薬品 10. 特に困らなかった 
11. その他（          ）  



問１１ 避難をした、またはしなかった理由を教えてください。（○はいくつでも） 

「1.避難した」を選んだ方にお聞きします。 

1. 自治会町内会や家庭内でその場所に避難することを決めていたから 
2. 警察や町の職員などに避難するよう呼びかけられたから 
3. 自治会町内会など地域の人に避難するよう呼びかけられたから 
4. 近所の人がそこに避難すると言っていたから 
5. 自宅建物が壊れ、中で生活することができなかったから 
6. 停電や断水など、自宅で生活するのが不安な状態だったから 
7. まだ余震が続くと思ったから 
8. その他（具体的に：        ） 

「2.避難しなかった・できなかった」を選んだ方にお聞きします。 

1. 自宅が安全だと思った・避難の必要がなかったから 
2. 避難場所までの移動が困難だったから 
3. 病人や身体が不自由な家族がいて、避難するのが困難だったから 
4. どこに向かえばよいのかわからなかったから 
5. 家族の安否が確認できなかったから 
6. 避難しようとした施設に避難者が殺到して避難できないと思ったから 
7. その他（具体的に：        ） 

 
問１２ 災害時、生活する中で、特に必要と感じた情報を教えてください。（○はいくつでも） 

1. 知人や家族の安否情報   2. 地震・津波の情報 
3. 天気・気温などの気象情報   4. 電気・ガス・水道の復旧状況 
5. 道路の通行規制状況   6. 公共交通機関の復旧状況 
7. ガソリン、灯油などの燃料供給状況 8. スーパーや小売店などの営業情報 
9. 食料など支援物資の提供情報  10. 仮設住宅に関する情報 
11. 義援金などの生活再建情報 
12. その他(具体的に：        ） 
13. 特にない 

 
３．復興まちづくりに向けた意識・意向についてお伺いします。 

下記に示すテーマについて、関心があるものを３つまで選択し順位ごとに記入してください。 

問１３ 住まい・暮らし 

1. 生活再建に向けた取組みや横断的な相談窓口 
2. 住まいの確保に向けた取組みや住環境の整備 
3. 子育て教育環境の確保・充実 4. 保健、医療、福祉等の充実 
5. 身近な生活利便施設の充実  6. 隣近所、地域での住民同士のコミュニティの充実 

１番に関心がある事 [   ] 2 番に関心がある事 [   ] 3 番に関心がある事 [   ] 

  



問１４ 災害につよいまちづくり 

1. 町民の防災に対する意識の向上 
2. 日頃から助け合う共生・共助の仕組みづくり 
3. 被災時の情報伝達手段の確保 
4. 被災時に必要な物資備蓄の充実 
5. 道路・上下水道など公共インフラの復旧、機能強化 
6. 治山・治水対策の推進 
7. 主要避難所など公共施設の安全対策や整備 
8. 電気・ガス・電話・公共交通網などの防災機能の強化 

１番に関心がある事 [   ] 2 番に関心がある事 [   ] 3 番に関心がある事 [   ] 

 
問１５ 産業・経済の再生 

1. 農林業分野の復旧復興・振興 
2. 商業分野の復旧復興・活性化 
3. 立地企業や工業分野の復旧復興・振興 
4. 雇用の確保や創出など雇用対策 
5. 起業や創業に向けた環境の充実 
6. 観光を通じた交流促進 

１番に関心がある事 [   ] 2 番に関心がある事 [   ] 3 番に関心がある事 [   ] 

 
問１６ 未来への継承 

1. 震災前の町の姿の回復 
2. 安心して暮らし続けることができる環境づくり 
3. 誰もが夢をもってチャレンジできる環境の創出 
4. 多様な人と連携した活発な交流活動の創出 
5. 地域資源を活用した地域の活性化 
6. 町の魅力など情報発信の強化（被災地等のマイナスイメージの払拭） 

１番に関心がある事 [   ] 2 番に関心がある事 [   ] 3 番に関心がある事 [   ] 

 
問１７ 今後の安平町の復興まちづくりについてご意見がありましたらご記入下さい。 
 
 
 
 
 
 

【アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。】 


