
本日はアンケート調査へのご協力ありがとうございます。2011.03.11。 

皆さん、それぞれにとって苦しく辛い時を過ごし、忘れられない日になった

ことと思います。被災をされた皆さんには、心からお見舞い申し上げます。 

このアンケート調査は、日本建築学会東北支部の計画系部会が実施するもの

です。 

震災時の大学生の避難行動と避難場所、安否確認などの連絡における通信・

通話の当時の状況を伺うものです。今、まだある程度当日、当時の記憶が残

っているうちに、その状況と実態を正確に把握し、記録として残しておくこ

とは、今後の災害に備えるためにも、その対策を考える上でも重要なことと

考えています。 

 

アンケートを通じて、回答者個人が特定されることはありません。また集計

結果は学術的目的のみに利用されます。記憶上、あいまいな部分もあるかも

しれませんが、分かる範囲、可能な範囲で記述・選択下さい。 

なお、調査は石巻専修大学、東北大学、宮城大学、東北工業大学、宮城学院

女子大学、東北文化学園大学、仙台高等専門学校の学生さんの協力を得て行

います。 

どうぞよろしくお願いします。 
問い合わせ先： 
日本建築学会東北支部建築計画部会
部会長 石井敏（東北工業大学） 
ishiis@tohtech.ac.jp 
022-305-3612 



3.11 震災時における大学生の避難行動（場所）の実態調査	 日本建築学会東北支部計画系部会合同調査	 

Q1.	 3/11 時点でのあなたの住まいは次のどの形態ですか？	 

A.賃貸住宅等でのひとり暮らし  B.実家等での家族と同居  C.友人等との同居  D.その他（          ） 
 
Q2.	 Q1 で回答したあなたの住まいは津波被害（流失、倒壊、床上・床下浸水など）がありましたか？	 	 	 	 

 A.なかった  B.あった 
 
Q3.	 Q1 で回答したあなたの住まいは地震被害（倒壊、建物の構造的損傷など）がありましたか？	 	 	 	 

 A.なかった  B.あった（※家具転倒や修繕を必要としない軽微な破損は除く）→ a.転居した b.そのまま居住 
 
Q4.	 	 3/11 の地震発生時に Q1 の住まいにいましたか？	 

 A.いた   B.いなかった→自分の家に最初に戻った日時    月  日  午前・午後・夜中・早朝      
 
Q5.	 	 地震時の居場所、直後の移動場所・手段、その後の主な滞在場所・避難場所（地震後３日間）を、時系列で記入し
て下さい。日時があやふやな場合は、おおよその日時の記述でかまいません。 
日時	 場所	 

（施設等は具体的な施設名を、市町名も

具体的に記入下さい。○○市の○○）	 

行動の詳細	 そこへの移動手段（徒歩・

自転車・車など）と、かか

った時間	 

3/11 14：46 
地震発生時 

             市・町・村の 
                

誰といましたか？ 
1.ひとり 2.友人 3.家族 4.その他 

 

3/11   時頃 地震後、最初にどこに向かいましたか？ 
1. 地震時にいた場所にそのままいた  
2. 自分の家（親と同居も含む） 
3. 親が住んでいる家 
4. 自分の大学（高校） 
5. その他：    市・町・村の 
                     

なぜ、そこに向かいましたか 

 
    で   分 

3/11 夜（就寝時） 夜はどこで宿泊しましたか？ 
1.上と同じ場所  2.車中泊 
3.移動して：       市・町・村の 
              で過ごした。 

なぜ、その場所で寝ることにしましたか     で   分 

地震翌日以降の日中の滞在場所、夜間の宿泊場所、そこでの行動等をお聞きします。変化がない場合は「前日と同じ」を
選択して下さい。	 

3/12   日中 日中、主に過ごした場所 

1. 前日と同じ 

2.         市・町・村の（場所）          。 

3/12   夜 夜、宿泊した場所 

1. 前日と同じ 

2.          市・町・村の（場所）          。 

3/12 の食事は主にどうしましたか？ 
 a.家にあったものを食べた 
 b.近所や友達と持ち寄って食べた  
 c.避難所の支給物資     
 d.買い出しで手に入れた 
 e.その他（            ） 

3/13   日中 日中、主に過ごした場所 

1. 前日と同じ 

2.         市・町・村の（場所）          。 

3/13   夜 夜、宿泊した場所 

1. 前日と同じ 

2.          市・町・村の（場所）          。 

3/13 の食事は主にどうしましたか？ 
 a.家にあったものを食べた 
 b.近所や友達と持ち寄って食べた  
 c.避難所の支給物資     
 d.買い出しで手に入れたか？ 
 e.その他（            ） 

3/14   日中 日中、主に過ごした場所 

1. 前日と同じ 

2.         市・町・村の（場所）          。 

3/14 の食事は主にどうしましたか？ 
 a.家にあったものを食べた 
 b.近所や友達と持ち寄って食べた  
 c.避難所の支給物資     
 d.買い出しで手に入れた 
 e.その他（            ） 

3/14   夜 夜、宿泊した場所 

1. 前日と同じ 

2.          市・町・村の（場所）          。 
3 日間の間で何らかの行列待ちをした場合、何の
ために、何時間並んだか教えて下さい。 
                するために 
 
約       分並んだ。 



Q6.	 	 あなたの住まいのライフライン（電気、水道、ガス）の復旧時期を教えて下さい。	 

電気：a.止まらず b.地震当日 c.地震翌日 d. 1 週間以内 e.3 月中 f.4 月上旬 g.4 月中旬 h.4 月下旬以降 i.現在も未復旧 
水道：a.止まらず b.地震当日 c.地震翌日 d. 1 週間以内 e.3 月中 f.4 月上旬 g.4 月中旬 h.4 月下旬以降 i.現在も未復旧 
ガス：a.止まらず b.地震当日 c.地震翌日 d. 1 週間以内 e.3 月中 f.4 月上旬 g.4 月中旬 h.4 月下旬以降 i.現在も未復旧 
 
Q7.	 	 3/11 の地震発生後、一番最初に家族（両親、祖父母、兄弟等）と連絡がついたのは、あなたからの連絡ですか、家

族からの連絡ですか。	 

 A.自分から連絡して連絡が付いた  B.家族から連絡が来て連絡が付いた 

いつ連絡がつきましたか。	 

 a. 3/11 地震直後（１時間以内） b. 3/11 の夜まで c. 3/12 の朝まで d. 3/12 以降で   月   日頃 
連絡（確認）が取れた手段は何ですか？	 

 A.公衆電話 B.携帯電話通話 C.携帯メール D. パソコンメール E. 携帯からmixi F. PC からmixi   
  G. 携帯から facebook  H. PCから facebook  I. 携帯から twitter  J. PCから twitter  K. Skype L.回線電話 M.直接訪問   
 N.知人等からの情報 O.避難所等の掲示板 P.災害伝言ダイヤルQ.その他（具体的に：             ） 
 
Q8.	 	 地震以後の携帯電話の通話・通信の状況について（携帯電話を所持している場合。所持していない場合は Q10 に）	 

【地震発生直後】	 

 通話：  A. 通じた  B. 通じにくかった  C. 全く通じなかった 
 通信（インターネット、メール）： A. 通じた  B. 通じにくかった  C. 全く通じなかった 
【3/11（地震当日）夕方~翌朝】	 

 通話：  A. 通じた  B. 通じにくかった  C. 全く通じなかった 
 通信（インターネット、メール）： A. 通じた  B. 通じにくかった  C. 全く通じなかった 
【3/12 以降】	 

 通話：  A. 通じた  B. 通じにくかった  C. 全く通じなかった 
 通信（インターネット、メール）： A. 通じた  B. 通じにくかった  C. 全く通じなかった 
【通話がほぼ正常に戻った時期（普通に使えると感じるようになった時期）】	 

 A. 発生直後 B. 当日内 C. 翌日 D. 数日内 E. １週間内 F. それ以上（ 月 日頃） 
【通信がほぼ正常に戻った時期（普通に使えると感じるようになった時期）】	 

 A. 発生直後 B. 当日内 C. 翌日 D. 数日内 E. １週間内 F. それ以上（ 月 日頃） 
 
Q9.	 携帯電話の充電が切れた時	 その充電や使用において、どのように対応しましたか？	 

充電が切れた日：A. 停電にならなかった B. 切れなかった C. ３月   日頃切れた 
具体的な対応：A. そのまま停電の回復を待った B. 以下の方法で対応した→充電した場所、方法などあれば具体的に以下に記述し
て下さい： 
 
Q10．地震直後から数日間、友人同士で連絡を取りあった主な手段は何ですか？主なものを選んで下さい（複数ある場合

には複数選んで下さい）	 

 A.公衆電話 B.携帯電話通話 C.携帯メール D. パソコンメール E. 携帯からmixi F. PC からmixi   
  G. 携帯から facebook  H. PCから facebook  I. 携帯から twitter  J. PCから twitter  K. Skype L.回線電話 M.直接訪問   
 N.知人等からの情報 O.避難所等の掲示板 P.災害伝言ダイヤルQ.その他（具体的に：             ） 
 
Q11．今回の震災を通して利用した「避難所」があれば教えて下さい？また、どの程度の期間利用しましたか？	 

A. 利用しない  B. 利用した→利用形態は？ a.宿泊を伴う利用 b.物資の配給のみの利用  
                →利用場所は？ 場所：          市町村 の名称：                
                →合計での利用期間は？        日間。 避難所の移動は？a.  回した b.しなかった	 

	 

ご回答、ありがとうございました。いただいた情報は今後の震災対応を考える上でも貴重なデータとなります。有効に活用させていた
だきます。最後にお住まいの住所、現在の学年、性別をご回答下さい（該当するものに○をつけて下さい）。 
住まいの住所：石巻市→1.旧石巻市 2.旧桃生町 3.旧河南町 4.旧河北町 5.旧北上町 6.旧雄勝町 7.旧牡鹿町 

  仙台市→8.青葉区 9.太白区 10.宮城野区 11.若林区 12.泉区 
  その他の市町村→（具体的に：            ） 

現在の学年： １  ２  ３  ４  ５（高専） M1  M2 性別：  男性   女性 


