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平成２９年１２月２５日
雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会

平成２９年７月の大雨について

避難状況アンケート調査を実施中です
～アンケートのご協力をお願いします～

秋田県内では、今年７月・８月と記録的な豪雨となり､各地で土砂崩れや家屋浸水など

の大きな被害が発生しました。このとき大仙市では、危険が迫る地域の住民に対して、避

難勧告や避難指示などの避難情報を発出し、住民の方々の避難を促しました。

このアンケートは、７月の大雨の時に住民の方々が実際に取った行動から、住民の方々

がより確実に避難が出来る情報の内容や伝達方法について検討し、今後の災害に備えるた

めの基礎資料とするものです。ご協力をお願いします。

※アンケート調査開始については、平成２９年１１月２８日に記者発表していますが、ア

ンケート設置場所の追加と実施期間の延長をしております。

【アンケートの概要】

１. アンケート：別添のとおり（別紙-2）

２. 対象者：７月の大雨で大仙市から避難勧告、避難指示が出された地域の方

３. 回答方法：回答方法は２通りあります。

①アンケート設置場所（別紙-1）にあるアンケート用紙に記入していただき、備え付けの回収

ボックスへ投函してください。

②インターネットによる回答

以下の湯沢河川国道事務所のホームページへアクセスして回答できます。

URL： http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/gensai/index.htm

４. 実施期間：平成３０年１月３１日まで

■アンケート調査に関するお問い合せ先

国土交通省 湯沢河川国道事務所 調査第一課

TEL０１８３－７３－５５４４(調査第一課直通)

大仙市総合防災課 TEL０１８７－６３－１１１１（内線３１９）

＜発表記者会＞

秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社湯沢支局及び大曲支局、秋田民報

問い合わせ先

雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会 事務局

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

住所 湯沢市関口字上寺沢64番2号

TEL ０１８３－７３－３１７４（代表）

副所長（河川） 齋藤 茂則 （内線２０４）

○調査第一課長 木村 博英 （内線３５１）



 

◆ 「避難状況アンケート」の設置場所                                                                 別紙－１  

設  置  施  設 設  置  場  所 住   所 

大仙市役所 本庁舎 玄関付近 アンケート専用テーブル 〒014-8601  秋田県大仙市大曲花園町1-1 

大仙市役所 神岡支所  市民サービス課前 各種申請書備え付けテーブル 〒019-1701  秋田県大仙市神宮寺字蓮沼16番地3 

大仙市役所 西仙北支所  玄関付近 〒019-2112  秋田県大仙市刈和野字本町5番地 

大仙市役所 中仙支所  市民サービス課 4番窓口 〒014-0203  秋田県大仙市北長野字茶畑141番地 

大仙市役所 協和支所  玄関付近 アンケート専用テーブル 〒019-2411  秋田県大仙市協和境字野田4番地 

大仙市役所 仙北支所  市民サービス課前 各種申請書備え付けテーブル 〒014-0805  秋田県大仙市高梨字田茂木10番地 

大仙市役所 太田支所  市民サービス課前 待ち合いスペース 〒019-1613  秋田県大仙市太田町太田字新田田尻3番地4 

大仙市役所 南外支所  市民サービス課前 アンケート専用テーブル 〒019-1902  秋田県大仙市南外字下袋218番地 

道の駅 かみおか  休憩所 〒019-1702  秋田県大仙市北楢岡字船戸187 

道の駅 なかせん  休憩室、こめこめプラザ内休憩スペース 〒014-0207  秋田県大仙市長野字高畑95-1 

大仙市市民活動交流拠点センター （Anbee大曲 2階） オープンスペース内（レストラン側入口付近） 〒014-0027  秋田県大仙市大曲通町8-36   

大曲交流センター 1階ラウンジ 〒014-0063  秋田県大仙市大曲日の出町2丁目7番53号 

大曲地域職業訓練センター 1階受付 〒014-0046  秋田県大仙市大曲田町3-1 

大曲中央公民館 待ち合いスペース 〒014-0063  秋田県大仙市大曲日の出町2丁目6-50 

はぴねす大仙 玄関付近 〒014-0012  秋田県大仙市幸町2-70 

 



※回答に当てはまる項目を○で囲むか、回答をご記入下さい。

１．回答いただく方に関する質問です。

1-1 お住まいの地区はどこですか。　例：大仙市神岡中町、大仙市寺館

1-2 あなたの年齢を次から選んで下さい。

1-3 あなたと同居しているご家族の方を教えてください。複数回答可

２．7月22日からの大雨のときのあなたの取った行動についての質問です。

2-1 大仙市のハザードマップを知っていましたか。

2-2 あなたは大雨のとき避難しましたか。

※避難した方への質問です。

2-3 避難した場所はどこですか。

１

平成29年7月22日からの大雨による避難状況のアンケート

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代（８０歳以上）

配偶者 子ども 孫 自身の親・配偶者の親 その他 同居していない

避難した（次の質問へ） 避難しなかった又は避難できなかった（２－８の質問へ）

知っていたが内容は解らない 知っていたし、内容も確認している 知らない

指定避難所（小中学校や公民館など） 地区内の親戚・知人宅 地区外の親戚・知人宅

秋田県内では、今年７月・８月と記録的な豪雨となり、各地で土砂崩れや家

屋浸水などの大きな被害が発生しました。このとき大仙市では、危険が迫る地

域の住民に対して、避難勧告や避難指示などの避難情報を発出し、住民の方々

の避難を促しました。

このアンケートは、７月の大雨の時に住民の方々が実際に取った行動から、

住民の方々がより確実に避難が出来る情報の内容や伝達方法について検討し、

今後の災害に備えるための基礎資料とするものです。

お手数ですが、アンケートへのご協力をお願いいたします。

アンケートに関するお問い合わせ先
国土交通省 湯沢河川国道事務所 調査第一課 TEL.０１８３－７３－５５４４

大仙市 総合防災課 TEL.０１８７－６３－１１１１

別紙-2

82950105
テキストボックス



※避難した方への質問です。

　2-4 避難する場所を決めるのに利用した情報は何ですか。複数回答可

※避難した方への質問です。

　2-5 避難しようと思ったきっかけは何ですか。

※避難した方への質問です。

　2-6 前の質問で「避難勧告や避難指示が出たため」と答えた方に伺います。　
　　　　避難勧告や避難指示が出ていることは何で知りましたか。

※避難した方への質問です。

　2-7 避難しようと思ったきっかけで「避難勧告や避難指示が出たため」以外の
「地区内の消防団（自主防災）から促されたため」や「自主的に危険だと感じたため」
「その他」と答えた方に伺います。
　避難勧告や避難指示が出ていることを知っていましたか。

※避難しなかった又は避難できなかった方への質問です。

　2-8 避難勧告や避難指示が出ていることを知っていましたか。

※避難勧告や避難指示が出ていたことを知っていた方への質問です。

　2-9 避難しなかった又は避難できなかった理由は具体的に何ですか。

※避難勧告や避難指示が出ていたことを知っていた方への質問です。

　2-10 避難勧告や避難指示が出ていることは何で知りましたか。

２

ハザードマップ 親戚・知人に聞いた テレビ 防災ラジオ その他（ ）

避難勧告や避難指示が出たため 地区内の消防団（自主防災）から促されたため

自主的に危険だと感じたため その他（ ）

テレビ 防災無線 防災ラジオ 広報車 携帯メール

親戚・知人からの連絡 その他（ ）

知っていた（次の質問へ） 知らなかった（２－１２の質問へ）

知っていた 知らなかった

避難するタイミングが解らなかった 避難しようとしたが雨や浸水などで避難できなかった

避難しなくとも安全だと思った 避難する場所が解らなかった

テレビ 防災無線 防災ラジオ 広報車 携帯メール

親戚・知人からの連絡 その他（ ）



※避難勧告や避難指示が出ていたことを知っていた方への質問です。

　2-11 避難勧告や避難指示が解除されるまでの自宅での行動を教えて下さい。

※避難勧告や避難指示が出ていたことを知らなかった方への質問です。

　2-12 大雨の状況から自宅が危険だと思いませんでしたか。

※避難勧告や避難指示が出ていたことを知らなかった方への質問です。

　2-13 雨が降り止むまでの自宅での行動を教えて下さい。

３．７月の大雨の約１ヶ月後、８月２４日から再び大雨となり、各地で家屋浸水などの
　　被害が発生しました。
　　　あなたは７月の大雨を経験し、８月の大雨のときに７月とは特に違った行動や
　　注意したことはありますか。

３

気象情報を気にする程度で普段と変わらない 浸水に備え２階など高いところに居た

その他（ ）

これまでの経験から危険だとは思わない 危険だと思ったが何をすればよいか解らなかった

危険だと思ったが自宅から離れられない状況だった その他（ ）

気象情報を気にする程度で普段と変わらない 浸水に備え２階など高いところに居た

その他（ ）

特に変わらない ７月は避難しなかった（出来なかった）が、８月は避難した

７月は避難したが、８月は避難しなかった（出来なかった） テレビ・ラジオ等の情報に注意した

７月より早めに避難した 家財を高いところに上げるなど浸水に備えた

その他、７月・８月の大雨を経験されて、感じたことや思ったことを自由にご記入下さい。



４．全ての方への質問です。

　4-2 緊急速報メールを実際に受信した方に質問です。
　こういった緊急速報メールは必要だと思いますか。

※前の質問で「必要」と回答された方への質問です。

　4-3 緊急速報メールは役に立ちましたか。

※前の質問で「いらない」と回答された方への質問です。

　4-4 「いらない」と思う具体的な理由を教えて下さい。

質問は以上です。ご協力いただき、ありがとうございました。

４

4-1 国土交通省では、今年の５月１日から雄物川が洪水により危険な状態になった

場合に緊急速報メールを出しています。７月の洪水では３回の緊急速報メールを出し

ましたが、知っていましたか。

以前から知っていたし、実際に受信した

以前から知っていたが、受信はしていない

知らなかったが、実際に受信した

知らなかったし、受信もしていない

携帯電話やスマートフォンなどを持っていない
▲配信された緊急速報メール（大仙市神宮寺地区）

必要 いらない わからない

テレビやラジオなどで同じ情報がわかるから 深夜など出される時間帯による

避難勧告や避難指示など他の緊急速報メールと混同するから その他（ ）

避難するきっかけとなった 避難勧告や避難指示などの情報を確認した 危険情報としては必要

より具体的な情報にしてほしい 役には立たない その他（ ）
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